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

        ≪第 17 号≫ ２０１８年４月２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】「中小企業・小規模事業者の設備投資を応援します！」 

   （岸和田市） 

 

【3】商店街の課題解決につながる事業プランを募集します！ 

   平成 30 年度「商店街サポーター創出・活動支援事業 課題解決プラン」 

     〔～5/10〕   (大阪府) 

 

【4】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」 

   （中小企業庁）                   （4/27 締切） 

 

【5】「長寿企業と考える、経営におけるターニングポイント」シンポジウム  

     （日刊工業新聞社大阪支社）               （4/18） 

 

【6】大規模展示商談会への出展を後押しする『出展支援事業』の第１期募集 

  ～出展に対する経費補助(最高 25 万円)を行います～(大阪府）（4/27 締切） 

 

【7】「ビジネスチャンスとしての SDGs 入門セミナー」4/26 開催！ 

  （りそな銀行、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行、大阪府 

   おおさか ATC グリーンエコプラザ実行委員会）  

 

■--  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・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］4 月 11 日（水）、4 月 25 日（水） 

        5 月 9 日（水）、5 月 23 日（水） 

        ※4 月、5 月は休日の都合で第 2、4 水曜日 

    ［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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

      「中小企業・小規模事業者の設備投資を応援します！」 

    （岸和田市）  



                  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 市では、市内の中小企業・小規模事業者が、2018 年度から 2020 年度までの間に 

一定の労働生産性の向上を図る設備投資（下記の１）を行う場合に、当該設備投 

資に係る固定資産税（償却資産）を３年間に限りゼロとする特例措置の導入に向 

けて検討を進めています。 

 市がこの制度を導入することにより、市内の中小企業・小規模事業者は「もの 

づくり補助金」などの国の補助金（下記の２）において優遇措置（優先採択や補 

助率の嵩上げ）を受けることができます。 

 

 ※この特例措置の導入は、今後予定される国会での平成 30 年度税制改正法案及 

  び生産性向上特別措置法案の成立並びに市議会での関連条例の改正が前提と 

  なります。 

 

１．固定資産税（償却資産）の特例措置の対象となる資産（予定）： 

・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向 

 上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上する機械装置等 

 (ただし、取得価格や販売開始時期について一定の条件を充たすもの) 

 

２．優遇措置の対象となる国庫補助金（予定）： 

 経済産業省が所管する以下の補助金が対象となります。 

 ・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業 

 ・小規模事業者持続化補助金 

 ・戦略的基盤技術高度化支援事業 

 ・サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業 

 ※平成 30 年度に交付決定される補助金から優遇措置を受けることができます。 

 

その他、詳細については、以下の中小企業庁のＨＰよりご確認ください。 

 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171225zeiritu.htm  

 

問合 魅力創造部 産業政策課 商工振興担当 Tel：072-423-9485 

  

 

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

   

     商店街の課題解決につながる事業プランを募集します！ 

    平成 30 年度「商店街サポーター創出・活動支援事業 課題解決プラン」 

      〔～5/10〕   (大阪府) 



   http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shogyoshinko/contest30.html 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 商店街は、地域住民の買い物の場を提供するだけでなく、地域コミュニティの 

担い手としての役割など、重要な機能を有していますが、近年、店主の高齢化に 

よる後継者問題や集客力の低下など、様々な課題も見られるところです。 

 

 大阪府では、平成 30 年度も商店街の課題解決につながる事業プランを募集しま 

す。公開のコンテストで選ばれたプランについては、提案者により、実際に府内 

の商店街で事業を実施していただきます。  

 

【募集内容】 

  事業を実施する商店街が抱えている課題を明確にしたうえで、その課題の解 

  決につながるプランを提案してください。 

  プランのテーマについては、以下の 1 から 3 に掲げるもののほか、独自で設定 

  することも可能です。 

  1 地域コミュニティの担い手としての機能強化 

  2 外国人等観光客の誘引 

  3 恒常的な賑わいの創出 

  4 1 から 3 以外のテーマ  

 

【委託費の上限】 

 委託費の総額は、2，500 千円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とします。 

 

【応募対象者】 

 NPO 法人、公益法人、商店街振興の実績を有する各種企業、団体等 

 (複数の者による共同企業体を含む。)で、府と委託契約を締結し、 

 課題解決プランの実証事業を遂行できる能力を有している者 

 

【応募受付期間】平成 30 年 3 月 9 日(金)から平成 30 年 5 月 10 日(木)まで 

                     (正午までに必着) 

 

※詳細については、ホームページでご確認ください。 

 

……………………………………………………………………………………………… 

■問い合わせ先  

  大阪府 商工労働部 中小企業支援室 商業・サービス産業課 商業振興グループ 

  TEL：06-6210-9496 FAX：06-6210-9504 



 E-mail：shogyo@gbox.pref.osaka.lg.jp 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

      

  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」 

  （中小企業庁）                   （4/27 締切） 

              

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、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するものです。 

 公募要領、申請先、問い合わせ等詳細は、補助事業実施場所の地域事務局（各 

都道府県中小企業団体中央会）にご確認ください。 

 

【大阪府地域事務局】 

 大阪府中小企業団体中央会ものづくり中小企業支援室 

  TEL：06-6947-4378 FAX：06-6947-4379 

  （問合せ時間）10:00～12:00、13:00～17:00／月曜～金曜（祝日除く） 

  ホームページ https://www.maido.or.jp/mono_hojokin/mono_H29/ 

【大阪府以外の地域事務局】 

 下記 URL からご確認ください。 

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

 

 

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

 

   「長寿企業と考える、経営におけるターニングポイント」シンポジウム  

       （日刊工業新聞社大阪支社）               （4/18） 

   

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 企業が継続的に活動するうえで、経営のターニングポイントに立つことがあり 

ます。 

 このシンポジウムでは、そのとき、どのような選択のもと今日まで事業をつむ 

いできたのか、さらに「ＩｏＴ」「見える化」「人材育成」など、これからを生 

き抜くための取組・考え方について、大阪の長寿企業経営者に語っていただきま 

す。経営のノウハウやヒントをつかむ絶好の機会です。ぜひご参加ください！ 



 

【日 時】平成 30 年 4 月 18 日（水）シンポジウム 14:00～17:05（13:15 開場） 

                 交流会 17:10～18:10 

【会 場】関西大学梅田キャンパス ８階 KANDAI Me RISE ホール 

     （大阪市北区鶴野町１番５号） 

【定 員】100 名（定員に達し次第、締切） 

【参加費】無料（交流会は 1，500 円/人） 

【申 込】下記 URL からお申込みください（事前申込制） 

 https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2018030013 

【問合先】日刊工業新聞社大阪支社 

     TEL：06-6946-3358 FAX：06-6946-3369 

 

  詳しくは下記ホームページをご覧ください 

   https://www.nikkansc.co.jp/sympo/osaka/20180418/  

 

 

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

  

    大規模展示商談会への出展を後押しする『出展支援事業』の第１期募集 

  ～出展に対する経費補助(最高 25 万円)を行います～（大阪府）（4/27 締切） 

               

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

大阪府では、国内で開催する大規模な展示商談会を活用し、販路開拓をめざす大 

阪のものづくり中小企業に対して、販路開拓に必要な技術や知識等を習得する講 

習会と出展に対する経費補助(最高 25 万円)を行います。 

 下記の展示商談会にご出展予定もしくはご興味のある企業の皆さま、ぜひとも、 

ご応募下さい！ 

 

【商談会】1.FOOMAJAPAN2018 国際食品工業展 

      2.第 22 回機械要素技術展及び同時開催展 

【応 募】下記 URL から、応募資格・書類や事業の詳細等について確認の上、 

     4 月 27 日（必着）までに必要書類を提出してください。 

     http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/shuttenshien/index.html 

【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  

     販路開拓支援グループ(出展支援事業)   

     TEL：06-6748-1066 E-mail：hanrokaitaku@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

 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/shuttenshien/index.html 

 

 

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

 

   「ビジネスチャンスとしての SDGs 入門セミナー」4/26 開催！ 

   （りそな銀行、近畿大阪銀行、関西アーバン銀行、みなと銀行、大阪府 

    おおさか ATC グリーンエコプラザ実行委員会）  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 注目を集める SDGs ビジネスへのチャレンジと成長を支援するセミナーを開催し 

ます。参加は無料。ぜひご参加ください。 

 

・日 時：4 月 26 日(木)13:30～16:00(受付 13:00～) 

・場 所：ビジネスプラザおおさか（大阪市中央区） 

・定 員：70 名(先着順・要予約) 

・対 象：SDGs に興味をお持ちの企業・創業者など 

・参加費：無料 

 

▼詳細・お問合せ・お申込みはコチラ！ 

WEB  https://area18.smp.ne.jp/area/card/251/HGKmIE/M?S=sapa0pcp0k 

 

 

【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。 

  4 月になり、新しい生活がはじまる人も多いことでしょう。 

  毎年、岸和田城周辺の桜が満開になり、とても美しく咲いています。お近く 

  にお越しの際はぜひご覧ください。 

  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。 

 


