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      ◆岸 和 田 市 企 業 支 援 メ ー ル マ ガ ジ ン◆ 

        ≪第 15 号≫ ２０１８年２月１日 配信 
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 各支援機関の施策情報やセミナー情報など、企業の皆様や創業者のお役に立つ 

情報を配信します。 

  

■--  目  次  --■------------------------------------------------ 

  

【1】大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています 

  （岸和田市施策） 

 

【2】特別講演会 「夢があるから強くなる」を開催します！ 

  （岸和田市・岸和田商工会議所・池田泉州銀行） 

 

【3】平成 29年度補正予算「地域文化資源活用空間創出事業」の公募開始と 

説明会のご案内 (近畿経済産業局) 

 

【4】平成 30年度 大阪府ものづくり中小企業向け助成金等公募事業説明会 in MOBIO 

  ～今すぐ使える大阪府の支援策！企業の「変革と挑戦」を応援します～ 

 

【5】「軽減税率対策補助金の期限を延長」します （経済産業省・近畿経済産業局） 

 

【6】「観光・インバウンド関連ビジネス」チャレンジ・セミナーを開催します 

     (大阪府・池田泉州銀行) 

 

【7】若者定着セミナーを開催します （和泉商工会議所） 

 

【8】「カイゼン活動成果発表会」ものづくりカイゼン活動推進事業 

     (忠岡町商工会・高石商工会議所・泉大津商工会議所・和泉商工会議所) 

 

【9】販路開拓、事業連携にチャンス！ものづくり企業展示交流会のご案内 

  （堺商工会議所） 

 

【10】活躍人材となるための『内定者研修会』参加企業（参加者）募集開始！！ 



  （大阪府中央会） 

 

■--  各 情 報  --■---------------------------------------------- 

【1】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   大阪府よろず支援拠点による岸和田市無料経営相談会を実施しています 

             （岸和田市施策） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市、岸和田商工会議所、大阪府よろず支援拠点と合同で、毎月原則第１、 

３水曜日、岸和田商工会議所にて、中小企業・小規模事業者の皆様のための無料 

経営相談会を実施します。 

 

 大阪府よろず支援拠点とは、国が各都道府県に設置した無料の経営相談所です。 

 様々な資格、経歴を持つコーディネーター陣が在籍し、相談者と同じ目線で、 

真の解決策・改善策をとことん一緒に考え、具体的で専門性の高い解決方法をご 

提案します。 

 

 業種にこだわらず、創業、売上拡大、経営改善など、中小企業・小規模事業者 

が抱える経営上のあらゆるお悩みごとの解決をお手伝いいたします。 

 また、相談内容に応じて、課題解決に向けた適切な支援機関のご紹介もさせて 

いただきます。 

 

 経営に関するお悩み事なら、どんなことでも無料でご相談いただけます。この 

機会に是非、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽に当無料経営相談会をご 

活用ください。 

  

日 時：［日程］２月７日（水）、２月 21日（水）、３月７日（水）、３月 28日（水） 

    ［時間］10：00～10：50、11：00～11：50、13：00～13：50 

        14：00～14：50、15：00～15：50、16：00～16：50 

場 所：岸和田商工会議所(別所町 3-13-26) 

参加費：無料(何度でも) 

申 込：産業政策課（Tel:072-423-9485） 

問 合：岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当 

    Tel:072-423-9485（商工振興担当直通） 
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      特別講演会 「夢があるから強くなる」を開催します！ 

        （岸和田市・岸和田商工会議所・池田泉州銀行） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

岸和田商工会議所創立 70 周年記念事業として特別講演会を開催いたします。 

  

テーマ：「夢があるから強くなる」  

講 師：日本サッカー協会最高顧問・ 

    日本バスケット協会エグゼクティブアドバイザー 

    川淵 三郎 氏  

日 時：平成 30年３月 27 日（火）開場 13：30 開演 14:30 終了 16:30  

参加費：無料（定員 1,200 名) 

    ※事前にお申し込みください。定員になり次第締め切らせて頂きます。  

開 場：岸和田市立波切ホール（大ホール） 

    〒596-0014 大阪府岸和田市港緑町 1-1  

申 込：電話・ファックス・メールにて承ります。 

    Tel：072-439-5023 

    Fax：072-436-3030 

    E-mail：koshukai@kishiwada-cci.or.jp  

主 催：岸和田市・岸和田商工会議所・池田泉州銀行  

問合せ：岸和田商工会議所 

     Tel：072-439-5023 〒596-0045 大阪府岸和田市別所町 3-13-26 
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      平成 29年度補正予算「地域文化資源活用空間創出事業」 

        の公募開始と説明会のご案内 (近畿経済産業局) 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 平成 29年度補正予算につきまして、「地域文化資源」を活用した商店街の活性化 

につながる取組を支援する「地域文化資源活用空間創出事業」の公募を開始しました 

のでお知らせします。 

 ※本公募は、平成 29年度補正予算成立後、速やかに事業を開始できるように 

  するため、補正予算成立前に募集の手続を行うものです。補助事業者の決定 

 や予算の執行は、平成 29年度補正予算の成立が前提であり、今後、内容等が 

 変更になることもありますのであらかじめご了承下さい。  



   

＜概要＞ 

【事業全体】地域の観光資源（城、まちなみ）や伝統工芸品、地域産品などの 

     「地域文化資源」を活用し、商店街の活性化に繋げる取組を支援。 

【事業内容】 

≪1≫地域文化資源活用空間整備事業 

 ○補助対象者 

  (1)商店街組織 (2)商店街組織と民間事業者の連携体 

 ○補助対象事業 

  我が国の文化を代表する歴史的建造物や、名所・観光地・食文化等の地域文化 

資源を活用し、外国人観光客等に地域での消費を促すための空間等整備事業 

 ○上限額：7,500 万円、下限額：100万円 

 ○補助率：1/2 以内 or 2/3 以内 

  次の（1）～（3）の要件の全てに該当しない場合は、補助率 2/3以内 

 （1）商店街等の来街者のうち、外国人観光客の占める割合が 10％以上である 

 （2）以下に掲げる来街者層（(1)～(8)）における、構成率の上位３位以内に 

      「(7)外国人観光客」が含まれる 

     (1)学生・若者、(2)家族連れ、(3)主婦、(4)会社員、(5)高齢者、 

   (6)日本人観光客、(7)外国人観光客、(8)その他 

 （3）以下に掲げる(1)～(6)に掲げる経済産業省の補助金で採択されたことがある 

   (1)平成 26年度地域商業自立促進事業のうち、支援事業 

   (2)平成 27年度地域商業自立促進事業のうち、自立促進支援事業 

   (3)平成 28年度地域・まちなか商業活性化支援事業（地域商業自立促進事業） 

    のうち、自立促進支援事業 

   (4)平成 29年度地域・まちなか商業活性化支援事業（地域商業自立促進事業） 

    のうち、自立促進支援事業 

    (5)平成 27年度補正予算商店街・まちなかインバウンド促進支援事業 

   （商店街インバウンド促進支援事業） 

    (6)平成 28年度第２次補正予算商店街・まちなか集客力向上支援事業 

   （商店街集客力向上支援事業） 

 

≪2≫地域文化資源活用交流促進事業 

 ○補助対象者 

  (1)商店街組織 (2)商店街組織と民間事業者の連携体 

 ○補助対象事業 

  我が国の文化を代表する歴史的建造物や名所・観光地・食文化等の地域文化 

資源を活用し、外国人観光客等に地域での消費を促すためのイベント事業 

 ○上限額：300 万円、下限額：100万円 



 ○補助率：1/2 以内 

【募集期間】 

 平成 30年１月 26日(金)～３月１日(木)（当日消印有効） 

【詳細】 

 以下の URLをご確認ください。 

 近畿経済産業局 HP 

  http://www.kansai.meti.go.jp/5ryusa/29hosei_chiikibunkasigen.html 

 

＜公募説明会のご案内＞ 

日 時：平成 30年２月６日（火）14：00～16：00 

場 所：大阪合同庁舎１号館 第１別館 ３階 304共用会議室 

   （大阪市中央区大手前 1-5-44） 

内 容：（1）地域文化資源活用空間創出事業の公募について 

（2）質疑応答 

（3）個別相談会 

参加費：無料 

定 員：90名（先着順。各機関 2名までとします。） 

申 込：必要事項を記載の上、以下のメールアドレスまでお申し込み下さい。 

    必要事項 (1)組織名(2)住所(3)連絡先（電話、メール） 

               (4)出席者（部署、役職、氏名）(5)個別相談希望の有無 

    E-mail  kin-commerce-lg@meti.go.jp 

     ※お申し込み後は、ご参加いただけない場合のみご連絡いたします。 

問合せ：近畿経済産業局 流通・サービス産業課 

    Tel：06-6966-6025 Fax：06-6966-6084   

     E-mail：kin-commerce-lg@meti.go.jp 
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 平成 30年度 大阪府ものづくり中小企業向け助成金等公募事業説明会 in MOBIO 

～今すぐ使える大阪府の支援策！企業の「変革と挑戦」を応援します～ 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 平成 30年度に大阪府において実施予定の助成金制度をはじめとした支援事業の説明会 

を開催します。 

 当日は、「ものづくりイノベーション支援助成金」の過去の支援事例を紹介しますの 

で、この機会に是非ご参加ください！ 

 

日 時：平成 30年２月 27 日(火) 14:00～15:50（受付 13:30～） 



場 所：クリエイション・コア東大阪 南館３階 技術交流室Ｂ 

     （東大阪市荒本北 1-4-1） 

内 容：◆ ものづくりイノベーション支援助成金 

    ◆ IoT 推進ラボ事業 

    ◆ 知的財産活用支援 

    ◆ 大規模展示商談会活用事業（出展支援事業） 

    ◆ 中小企業顕彰制度「大阪ものづくり優良企業賞 2018『匠』」  

参加費：無料 

定 員：100名程度 

主 催：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪）  

申 込：下記 URLよりお申込みください。 

    https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2018010046 

問合せ：MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪） 担当：山田、中川  

    Tel：06-6748-1054 Fax：06-6748-1062 

 

詳しくは、MOBIO のホームページをご覧ください。  

http://www.m-osaka.com/jp/mobio-cafe/detail/001415.html 
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       「軽減税率対策補助金の期限を延長」します 

         （経済産業省・近畿経済産業局） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 消費税の軽減税率制度は、平成 31年 10月１日から実施されます。 

中小企業・小規模事業者の方々に軽減税率実施への対応を円滑に進めていただくため、 

平成 30年１月 31日を期限として軽減税率対策補助金の申請受付を行ってきましたが、 

今後は平成 31 年 10月１日から始まる消費税軽減税率制度に対応するため、補助事業の 

完了期限を以下のとおり変更します。 

 

 (現 行)平成 30年１月 31日までに事業完了 

 (変更後)平成 31年９月 30日までに事業完了 

 

 補助金の申請受付期限については、上記の事業完了期限に合わせて設定する 

こととし、具体的な時期については、後日、軽減税率対策補助金事務局および 

中小企業庁ホームページにおいて公表します。 

 



○ご参考 

 「軽減税率対策補助金(中小企業・小規模事業者等消費税軽減税率対策補助金)」 

 とは、消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模 

 事業者の方々が、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行う 

 にあたり、その経費の一部を補助する制度です。 

 詳細は、下記 URLをご覧下さい。 

 http://kzt-hojo.jp/ 

 

○問合せ：軽減税率対策補助金事務局 

 受付時間：09:00～17:00(土日、祝日除く) 

 Tel：0570-081-222 

    03-6627-1317(IP 電話専用) 

 

 

【6】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 「観光・インバウンド関連ビジネス」チャレンジ・セミナーを開催します 

           （大阪府・池田泉州銀行） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 空前のインバウンド景気に沸く大阪で持続可能な観光と新しいビジネスの拡大 

を実現するため、幅広い業種における観光・インバウンド関連ビジネスへの 

チャレンジと成長を支援する企画をご用意しました。ぜひご参加ください。 

日 時：平成 30年２月 19 日(月)13:30～17:00(受付 13:00～) 

場 所：池田泉州銀行 本店 12階ホール(大阪市北区茶屋町 18-14) 

対 象：観光・インバウンド関連ビジネスにチャレンジしたい企業・創業者 

     観光・インバウンド関連ビジネスに興味がある方  など 

定 員：100名(先着順) 

参加費：無料 

申込等：詳細や参加申込については、下記 URLのチラシをご覧ください 

http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=18963 

主 催：大阪府・池田泉州銀行 

問合せ：大阪府商工労働部産業化戦略センター Tel：06-6210-9479 
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          若者定着セミナーを開催します 



            （和泉商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

今、社会問題になっている若年層の早期退職は企業の成長にも悪影響を与える為、 

いかにして早期離職を防止するかを見直す必要性が高まっております。 

今回の雇用対策セミナーにぜひご参加いただき、若者が定着するための採用育成 

方法について参考にしていただければと考えております。 

 

テーマ：中小企業の「あるある事例」から考える！  

    最近の若者が定着するための採用育成方法 

講 師：人事制度コンサルタント 大橋 高広 氏 

日 時：平成 30年２月 22 日（木） 14:00～16:00 

場 所：高石商工会議所 ３階 〒592-0014 大阪府高石市綾園 2-6-10 

参加費：無 料 

定 員：30名（先着順） 

問合せ：和泉商工会議所 セミナー担当（森本） 

    Tel:0725-53-0320 

    Fax:0725-53-5959 
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   「カイゼン活動成果発表会」ものづくりカイゼン活動推進事業 

 （忠岡町商工会・高石商工会議所・泉大津商工会議所・和泉商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  ものづくり企業の共通課題は、現場力の維持・向上の観点から技能人材等 

の確保、育成等が挙げられます。 

 今回、ものづくり企業の他社の取り組み事例から学べる、カイゼン活動等 

の実例発表会を実施いたします。 

 カイゼン活動にご興味のある方は、どなたでもご参加いただけます。 

 また、発表会後の交流会は、企業間交流を深めていただくチャンスです。 

 ぜひ、この機会にご参加ください！  

 

日 時：平成 30年２月７日(水) 14:00～19:00 

場 所：和泉商工会議所 (和泉市テクノステージ 3-1-10) 

参加費：無料     

定 員：先着 50名 



申 込：以下のいずれかの方法によりお申込みください。 

     (1)下記 URLより申込むか、(2)URLよりチラシ(PDF)をダウンロードし 

     ファックスで申込むか、(3)メールでお申込みください。 

http://www.kokuchpro.com/event/82713217215d6518da789c41dfee702e/ 

主  催：忠岡町商工会・高石商工会議所・泉大津商工会議所・和泉商工会議所 

問合せ：忠岡町商工会 Tel：0725-33-3208 Fax：0725-32-4880 

    E-mail：info@tadaoka.or.jp 

 

 

【9】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  販路開拓、事業連携にチャンス！ものづくり企業展示交流会のご案内 

             （堺商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 工業系ものづくり企業限定の交流会を開催いたします！自社ブースにパネルや 

カタログ等を展示しながら、商談・交流を行っていただく場となっており、「大きな 

準備を必要とする展示商談会」や「名刺交換だけで終わってしまう懇親会」でなく、 

次に繋がる交流会となっております。 

 専門性の高いものづくり企業様同士の交流の場となっておりますので、身近な 

ネットワーク強化・連携を図っていきたい企業様はこの機会に是非お申込みください。 

 

日 時：平成 30年２月 23 日（金）14:00～17:00 

場 所：堺商工会議所 本所２階大会議室 (堺市北区長曽根町 130-23) 

対 象：工業系ものづくり企業  

定 員：50社 

参加費：無料 

申 込：下記 URLのチラシに必要事項を記入の上、ファックスでお申込みください。 

    http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20180223.pdf 

問合せ：堺商工会議所 中小企業振興部 地域振興課 

    Tel:072-258-5504 Fax:072-258-5580 

 

 

【10】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  活躍人材となるための『内定者研修会』参加企業（参加者）募集開始！！ 

             （大阪府中央会） 

 

mailto:info@tadaoka.or.jp


－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府中央会では、近畿経済産業局委託「地域中小企業・小規模事業者の人材確保 

支援等事業」の一環として、平成 30年４月に入社予定の内定者対象に『内定者研修会』 

を開催いたします。本研修会では、社会人としてのスタートを切る前に、社会で求められ 

る基礎スキルやマインドを醸成し、入社初日から力を発揮できることを目指します。 

 また、グループディスカッションでは、学生と社会人の違いについてお互いに確認し 

合うことで理解を深めます。 

 

日 時：平成 30年２月 27 日（火）13:30～16:30（受付開始：13:10～） 

会 場：マイドームおおさか８階 第２会議室 

    〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-5 

対 象：大阪府内に主たる事業所を持つ中小企業に平成 30年４月に入社予定 

    の内定者 

    ※「中小企業の定義」については下記 URL をご参考ください。 

    http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 

定 員：30名 ※先着順 

申 込：下記 URLの本イベント情報からチラシをダウンロードし、 

    必ず『お申込みにあたっての留意事項』をご確認いただき、 

    申込書に必要事項をご記載の上、ファックス又はメールにて 

        お申込みください。 

    http://www.chuokai-osaka.com/job-support/ 

締 切：平成 30年２月 13 日（火）まで     

問合せ：大阪府中小企業団体中央会 労政調査部労政調査課 

    Tel：06-6947-4372 

    Fax：06-6947-4374 

    E-mail：job@maido.or.jp   

       

                      

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

今年の節分は２月３日（土）で、恵方は南南東だそうです。 

４日（日）は岸和田市長選挙及び岸和田市議会議員補欠選挙です。 

引き続き、当メールマガジンのご愛読をよろしくお願いいたします。 

   

------------------------------------------------------------------------ 

  

 編集・発行 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 商工振興担当 



       Tel：072-423-9485（商工振興担当直通） 

       Email：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

  

  ※ 各情報の詳細や申込については、それぞれの本文中の URLやお問い合せ 

    先までご確認をお願いいたします。 

  ※ 配信先の変更・配信停止、また、ご意見・ご要望等については、上記 

    メールアドレスまでご連絡ください。 

  ※ 岸和田市企業支援メールマガジンは、原則として月に１回の発行です。 

 


