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

        ≪第 16号≫ ２０１８年３月５日 配信 

  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

 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・岸和田商工会議所・大阪府よろず支援拠点） 

 

【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「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」 

   の公募を開始します（中小企業庁） 

 

【4】平成 30年度「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」助成金募集 

   のご案内 ～新たな技術開発を行う事業者を応援します！～ 

  （大阪府） 

 

【5】デザイン活用セミナー「デザインが変えるモノづくりシステム」 

  （東大阪商工会議所） 

 

【6】日本弁理士会知的財産経営センター 知財価値評価普及セミナー（大阪） 

  『泉州タオルを地域ブランドに高めるための挑戦』 

  （日本弁理士会 知的財産経営センター） 

 

【7】中小・ベンチャー企業の活躍を応援するセミナー 

  「できるだけコストをかけずに PRする戦術教えます！」のお知らせ 

  （日本公認会計士協会近畿会） 

 

【8】知っておきたい中小企業の情報セキュリティ（大阪産業技術研究所） 

 



 

 

■--  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・岸和田商工会議所・大阪府よろず支援拠点） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 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］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） 

 

 

【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） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田商工会議所創立 70周年記念及び岸和田市・岸和田商工会議所・池田泉州 

銀行産業振興連携事業として、Ｊリーグ、Ｂリーグの立役者である川淵三郎氏を 

お招きして講演会を開催します。スポーツを通じて物事に夢を持って取り組むあ 

り方の大切さを自身の体験談などを交え、講演していただきます。スポーツ界に 

多大なる貢献をされた川淵三郎さんの講演を無料で視聴できます！みなさん奮っ 

てご参加ください。  

  

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：岸和田市立浪切ホール（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  

 

 

【3】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

  平成 29年度補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」 

  の公募を開始します（中小企業庁） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事 

業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロ 



セスの改善を行うための設備投資等の一部を支援します。 

 

公募期間：平成 30年 2月 28日（水）～ 平成 30年 4月 27日（金） 

 

公募内容等詳細につきましては、以下のホームぺージをご参照ください。 

〇中小企業庁ホームページ 

 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2018/180228mono.htm 

○全国中小企業団体中央会ホームページ 

 http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_koubo_201802.html 

 

 

 なお、大阪府中小企業団体中央会では次のとおり説明会を開催します。 

 

日時：平成 30年 3月 7日（水）＜1回目＞10:00～11:30 ＜2回目＞14:00～15:30 

場所：マイドームおおさか ３階 展示ホール（大阪市中央区本町橋 2-5） 

申込：下記 URLの申込用紙により 3月 6日（月）13時までに FAX（06-6947-4379） 

   でお申込みください 

   http://tri-osaka.jp/maido/Setsumeikai_H29.pdf 

   ＊事業の実施場所が大阪府以外の場合は、実施場所の各都道府県中小企業 

    団体中央会にお問い合わせください。 

 

 詳しくは大阪府中小企業団体中央会ものづくり中小企業支援室のホームページ 

をご覧ください。 

 https://www.maido.or.jp/mono_hojokin/ 

 

 

【4】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

   平成 30年度「ものづくりイノベーション支援プロジェクト」助成金募集の 

      ご案内 ～新たな技術開発を行う事業者を応援します！～ 

                （大阪府） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、ものづくり中小企業の新たな技術開発の取組みを募集します。 

 提案のあったプロジェクトは、審査を経て「ものづくりイノベーション支援プ 

ロジェクト」として認定し、研究開発や設計・試作、実証調査に対する助成金、 

大阪府制度融資などの支援メニューを活用することができます。 

 



募集期間：平成 30年 3月 20日（火）まで 

     受付時間 9時 30分から 17時 ※土・日を除く 

募 集 枠：（第４次産業革命枠） 

      新たな製品・技術を開発する事業のうち、ＡＩ、ＩｏＴまたはロボ 

      ット等関連のもの 

      助成限度額 200万円  助成率 2分の 1以内 

      採択予定件数 ７件程度 

     （基盤技術開発枠） 

      新たな製品・技術を開発する事業 

      助成限度額 150万円  助成率 2分の 1以内 

      採択予定件数 ３件程度 

問 合 先：大阪府商工労働部中小企業支援室 

     ものづくり支援課 産学官連携推進グループ 中川、山田 

     TEL: 06-6748-1054 FAX: 06-6748-1062 

 

 詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。 

 http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/innovation-p30.html 

 

 

【5】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

     デザイン活用セミナー「デザインが変えるモノづくりシステム」 

              （東大阪商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 東大阪商工会議所では、中小製造業が他社に負けない魅力ある製品をつくる為、 

「デザイン活用」を取り入れ、モノづくり企業の製品の高付加価値化や潜在能力 

を刺激し可能性を見出すことを目的にデザイン活用セミナーを実施します。近年、 

デザインの活用で成功した企業事例や自社特性の気付き方も合わせて解説いたし 

ます。 

 

日 時：平成 30年 3月 15日（木）18：30～20：30 

場 所：東大阪商工会議所 本所本館 5階 501号室 

    （東大阪市永和 1-11-10） 

内 容：1.大阪府産業デザインセンターの施策紹介   

        2.購買心理と消費動向  

        3.見過ごされていた潜在能力 

    4.社会が求めている「コト」や「モノ」 



講 師：デザイン事務所 SPACE-Q 代表 津田 光明 氏 

参加費：無料 

定 員：30名（先着順） 

主催／問合せ：東大阪商工会議所 中小企業相談所 

           TEL：06-6722-1151 FAX：06-6725-3611 

       E-mail：sodan@hocci.or.jp 

 

 

【6】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

   日本弁理士会知的財産経営センター 知財価値評価普及セミナー（大阪） 

        『泉州タオルを地域ブランドに高めるための挑戦』 

          （日本弁理士会 知的財産経営センター）  

                

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 本セミナーでは、泉州タオルのブランディングをどのように図ってきたのか、 

これまでの紆余曲折、これからの展望について、アイデアマンである大阪タオル 

工業組合理事長の重里氏から実体験に即してお話いただきます。「知財」の価値 

をこれだけ有効利用した実体験を聞ける機会はなかなかありません。 

 また、独立行政法人工業所有権情報・研修館近畿統括本部（INPIT-KANSAI）の 

活動紹介もあります。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日 時：平成 30年 3月 16日（金）セミナー 14:00～15:40 交流会 16:00～17:30 

会 場：日本弁理士会近畿支部室 

    （大阪市北区梅田 3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル 25階） 

定 員：80名程度（先着順・要事前申込） 

参加費：無料 

申込み：下記 URLの参加申込書に必要事項を記入の上 FAXまたは電子メールでお申 

    込みください。 

    http://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/20180316_osaka.pdf 

問合先：日本弁理士会 知的財産経営センター  

    知財価値評価普及セミナー担当  

    電話：03-3519-2709 FAX:03-3519-2706 E-Mail:a.tsuji-jpaa@nifty.com 

 

 詳しくは下記 URLのチラシをご覧ください。 

 http://www.jpaa.or.jp/cms/wp-content/uploads/2017/06/20180316_osaka.pdf 

 

 



【7】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

        中小・ベンチャー企業の活躍を応援するセミナー 

    「できるだけコストをかけずに PRする戦術教えます！」のお知らせ 

            （日本公認会計士協会近畿会）  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日本公認会計士協会近畿会は、中小・ベンチャー企業をはじめ、地域で活躍さ 

れる社会人や学生の皆様を応援する各種の企画を行っています。本セミナーでは、 

元毎日放送記者の大谷邦郎氏を講師に迎え、取材する側される側を知り尽くした 

”メディアのプロ”による情報発信のノウハウを伝授。また、大谷氏と公認会計 

士によるパネルディスカッションや、企業経営に役立つミニ講演のほか、ご希望 

の方には、ご参加の皆様同士の交流をはかっていただける名刺交換会も予定して 

おります。お持ちの方は是非お名刺をご持参ください。 

 ご来場の皆様には、もれなく中小企業やベンチャー企業経営者に役立つ冊子を 

無料配布いたします！ 

  

日 時：平成 30年 3月 21日（水・祝日）13：45～16:30（受付開始  13:15～） 

場 所：大阪産業創造館 4階イベントホール（大阪市中央区本町 1-4-5） 

    最寄駅：地下鉄中央線・堺筋線 堺筋本町駅 

対 象：主に中小・ベンチャー企業の方。社会人・学生のご参加も大歓迎です。 

    ※営業目的でのご参加は、固くご遠慮いただいております。 

講 師：大谷 邦郎 氏 

内 容：○第 1部：メディアに向けた情報発信・PR戦術まるっと教えます！ 

    ○第 2部：パネルディスカッション「公認会計士は中小企業の味方って、 

         ホンマ！？」 

    ○第 3部：公認会計士によるワンポイント講座／名刺交換会 

定 員：200名（先着順） 

費 用：無料 

申込み：日本公認会計士協会近畿会 webページ「近畿会からのお知らせ」参照の 

    上、お申込みください。※事前のお申し込みをお願いします。 

    URL：https://business.form-mailer.jp/fms/5d5291e181809 

問合せ：日本公認会計士協会近畿会（URL：ttp://www.ipo-chance.com/） 

    TEL：06－6271－0400（平日 9：00～17：00 ※土・日・祝はお休み） 

 

 下記 URLのチラシをご覧ください。 

 https://www.jicpa-knk.ne.jp/news/2018/003041.html 

 



 

【8】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

         知っておきたい中小企業の情報セキュリティ 

         （地方独立行政法人 大阪産業技術研究所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 パソコンへのウイルス感染のデモンストレーションをお見せするなどわかりや 

すく解説します。中小企業の情報担当者の情報収集や社員教育としても是非とも 

ご参加ください。 

 

日 時：平成 30年 3月 15日（木）14：00～16：00（受付開始  13:30～） 

場 所：ソフト産業プラザ イメディオ 

    （ニュートラム「トレードセンター前駅」より徒歩 3分、ATC ITM棟 6階） 

内 容：第 1部 サイバー攻撃の脅威（実態編） 

    第 2部 デモンストレーション（パソコンへのウイルス感染） 

    第 3部 知っておきたいサイバーセキュリティ（対策編）     

主 催：（地独）大阪産業技術研究所 

共 催：ソフト産業プラザ イメディオ 

定 員：先着 40名 

    ※申込み多数の場合は１社１名に限定させて頂く場合があります。 

    ※受講票は発行いたしません。返信で受付番号をお知らせします。 

費 用：無料 

申込先：（地独）大阪産業技術研究所 和泉センター 業務推進部 

    ※お申込みは、下記 URLのチラシ裏面に必要事項をご記入のうえ、メール 

     （gyoumu_seminar@tri-osaka.jp）または FAX（0725-51-2520）でお願 

     いします。 

     http://tri-osaka.jp/c/content/files/s/H29/seminar-20180315.pdf 

問合先：業務推進部（TEL：0725-51-2512） 

  

 

【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。 

  3月になり、平成 29年度もいよいよ残り 1ヶ月で終わろうとしています。年度 

  末はバタバタしますが、今から諸々の準備に取り掛かり、新年度を気持ち良 

  く迎えたいですね。 

  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やお問い合わ 

    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。 

 


