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

        ≪第 18 号≫ ２０１８年５月１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】小規模事業者持続化補助金の公募が始まっています（5/18 締切） 

  （中小企業庁） 

 

【3】サービス等生産性向上 IT 導入支援事業（IT 導入補助金）（6/4 締切） 

  （中小企業庁） 

 

【4】「大阪ものづくり優良企業賞 2018」募集（6/15 締切） 

  （大阪府） 

 

【5】「男女いきいきプラス」事業者認証がスタート！ 

   男女がともに働きやすい職場環境づくりに取り組む事業者を応援します 

  （大阪府） 

 

【6】～健康関連産業の事業化支援のご相談～ 

  『大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム（略称：OKJP）』の事業者会 

  員を募集中！（大阪府） 

 

【7】平成 30 年度 和歌山大学産学官見学交流会（5/14） 

  （和歌山大学） 

  

 

■--  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］5 月 9 日（水）、5 月 23 日（水）、6 月 6 日（水）、6 月 20 日（水）、 

        7 月 4 日（水）、7 月 18 日（水）、8 月 8 日（水）、8 月 22 日（水） 

        ※5 月、8 月は休みの関係で第 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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   小規模事業者持続化補助金の公募が始まっています（中小企業庁） 



 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 小規模事業者が商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿 

って地道な販路開拓等に取り組む費用を補助します。 

 

   http://h29.jizokukahojokin.info/ 

 

対 象 者：常時使用する従業員の数が２０人以下［商業又はサービス業（宿泊業 

     ・娯楽業を除く）を主たる事業とするものについては５人以下］の会 

     社及び個人 

対象事業：経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓 

     等のための事業。あるいは、販路開拓等とあわせて行う業務効率化 

     （生産性向上）のための事業。（例：新規顧客層獲得のためのチラシ 

     作成や店舗改装、販路開拓のための国内外の展示会出展、商品パッケ 

     ージ等の変更、ＨＰ開設やネット販売・管理システムの導入） 

対象経費：機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、 

     雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、委託費、外注費など 

補 助 率：対象経費の３分の２以内 

補 助 額：上限５０万円（複数の事業者が連携した共同事業は５００万円) 

公募期間：平成３０年５月１８日（金）まで（当日消印有効） 

問  合：岸和田商工会議所 中小企業相談所 

        ＴＥＬ：０７２－４３９－５０２３ 

 

 

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

 

     サービス等生産性向上 IT 導入支援事業（IT 導入補助金） 

             （中小企業庁） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 本事業は、中小企業等の生産性向上を実現するため、業務の効率化や売上拡大 

に資する簡易的なＩＴツール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入支援 

を行う事業で、昨年度は 100 億円の予算で約 1.4 万件の採択実績がありました。今 

年度は 500 億円の予算が確保される予定で（29 補正）、4 月、6 月、8 月の 3 回、公 

募を行う予定です。 

 公募スケジュールや補助対象となる IT ツールや補助額・補助率は以下の通りと 

なっております。 

 



【サービス等生産性向上 IT 導入支援事業の概要】 

補助対象ツール：IT 導入補助金 HP に公開されている IT ツール 

        （IT ツールの提供や中小企業の補助金申請をサポートする 

         「IT 導入支援事業者」が事務局へ申請し、登録されたもの） 

補 助 額：下限 15 万円～上限 50 万円 

補 助 率：1／2 

公募期間：★1 次公募 平成 30 年 4 月 20 日（金）～ 同 6 月 4 日（月）（予定） 

     ★2 次公募 平成 30 年 6 月中旬      ～ 同 8 月上旬     （予定） 

     ★3 次公募 平成 30 年 8 月中旬      ～ 同 10 月上旬     （予定） 

申請方法：IT 導入支援事業者が交付申請や事業実績報告を代理申請すること 

          で中小企業等の手間を解消！ 

 

詳細はホームページをご覧ください。  

https://www.it-hojo.jp/ 

  

問い合わせ先・補助金 HP： 

サービス等生産性向上 IT 導入支援事業コールセンター 

０５７０－０００－４２９（通話料がかかります） 

（IP 電話等は０４２－３０３－１４４１まで） 

 

IT 導入補助金リーフレット 

https://www.it-hojo.jp/h29/doc/pdf/h29_ithojo_leaflet.pdf 

 

 

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

 

      「大阪ものづくり優良企業賞 2018」募集（6/15 締切） 

               （大阪府） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 「大阪ものづくり優良企業賞」とは、「高度な技術力」を有している、「高品 

質・低コスト・短納期」など総合力が高い、など市場から高い評価を得ている企 

業を表彰する制度です。受賞企業には府施策により各種プロモーションを実施し 

ます。 

 募集期間中には、施策内容や申請書類の記載方法について説明会を実施します。 

 

【対 象】大阪府内に本社を有する中小企業者であり、業種が製造業又は組込ソ 

     フトウェア業であること（食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、 



     出資構成において大企業の子会社は除く） 

【締 切】平成 30 年 6 月 15 日（金）＊当日消印有効 

【説明会】申請書類の記載方法等についての説明会を開催します（内容は各回共 

     通）。 

     ＜日時＞5/11（金）、5/24（木）、6/5（火）  

         各回とも 16:00～17:00 

     ＜会場＞クリエイション・コア東大阪 (東大阪市荒本北 1-4-17） 

     ＜申込＞下記 URL からお申し込みください。 

https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/eas/s/index.do?tetudukiId=2018020017 

【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（顕彰事業） 

     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/keizaikoryu/yuryokigyosho/index.html 

 

 

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

 

     「男女いきいきプラス」事業者認証がスタート！ 

  男女がともに働きやすい職場環境づくりに取り組む事業者を応援します 

                （大阪府） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、「女性の能力活用」や「仕事と家庭の両立支援」など、働く場に 

おける男女共同参画に向けた取組を進めている事業者を応援するため、平成 15 年 

度から「男女いきいき・元気宣言」事業者登録制度を実施しています。 

 

 このたび「男女いきいき・元気宣言」の次のステップとして女性活躍推進法に 

基づく「一般事業主行動計画」を策定し、「女性の職業選択に資する情報の公表」 

を実施している企業・団体を認証する「男女いきいきプラス」事業者認証制度が 

平成 30 年 4 月からスタートしました！ 

 

また、「男女いきいきプラス」認証事業者のうち、女性活躍の推進に積極的に取 

り組む事業者を表彰する「男女いきいき」事業者表彰制度も始まります。 

（詳細は 6 月頃にホームページで公表予定） 

 

「登録」「認証」「表彰」のステップで、女性活躍の取組を進めませんか？ 



  

応募方法など詳しくは大阪府ホームページをご覧ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/ikiiki2013/index.html 

（各種制度のトップページ） 

 

○問合せ： 

大阪府府民文化部男女参画・府民協働課男女共同参画グループ 

電話：06-6210-9321 E-mail：danjo-fumin@sbox.pref.osaka.lg.jp 

 

 

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

   

           ～健康関連産業の事業化支援のご相談～ 

『大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム（略称：OKJP）』の事業者会員を 

募集中！（大阪府）  

                  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、健康寿命延伸産業分野における新事業の創出を支援するため、 

「大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム（略称：OKJP）」を設置し、健康 

関連事業を実施する事業者の取り組みを、産学金官が連携してサポートしていま 

す。 

 OKJP 事業者会員にご入会いただくと、府内における実証の側面サポートや、 

「セミナー＆交流会」、「新規ビジネスプラン創出研究会」等の参加、国や府内 

自治体等による関連施策の最新情報の提供が受けられます。 

 入会費は無料です。 

 平成 30 年 3 月時点で、178 の事業者にご入会いただいております。  

 

 健康関連事業にご関心のある事業者の皆様、ぜひご検討ください！ 

 

 詳細・入会方法につきましては、下記の URL をご確認ください。 

（ホームページ）http://kenko-osaka.jp/ 

（フェイスブック）https://www.facebook.com/osaka.kenko 

 

問合せ：大阪健康寿命延伸産業創出プラットフォーム 

     OKJP 事務局 TEL：06-6271-0306 

    E-mail：kenko-osaka@toshigata.ne.jp 

 

 



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

   

         平成 30 年度 和歌山大学産学官見学交流会（和歌山大学） 

                  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 地元企業の方々に和歌山大学をより知っていただくため、「和歌山大学研究室 

見学ツアー」を開催いたします。最新の研究室見学と研究内容の説明等多彩なメ 

ニューをご用意しています。 

【日 時】平成 30 年 5 月 14 日（月） 15:00～18:30 

【場 所】和歌山大学 産学連携イノベーションセンター棟 

     １F 多目的研究室 

【対象者】企業の経営者や開発担当者、自治体職員、一般の方 

     定員：30 名（予定） 

【参加費】見学会、交流会とも無料 

【内 容】見学コース：システム工学部 A 棟 

     ・電子計測メジャー 波動エレクトロニクス研究室（村田研究室） 

      「HMD と超音波を組み合わせて物体内部を透視します」 

     ・知能情報学メジャー ビジュアルコンピューティング研究室（岩崎 

      研究室） 

      「高速かつ高精細な画像生成技術」 

     ・メディアデザインメジャー 視覚メディア研究室（床井研究室） 

      「遠くの人と一心同体」 

 

  詳細は下記チラシを参照してください 

http://www.wakayama-u.ac.jp/kikaku/chiiki/event/tour2018.pdf 

 

【申込方法】チラシにある参加申込書の各項目記入の上、FAX 又は E-mail にてお申 

      し込みください 

     （E-mail の場合、件名は「見学会申込」でお願いします。） 

【申込締切】平成 30 年 5 月 11 日（金） 

【問い合わせ先・申込み先】 

      和歌山大学 産学連携イノベーションセンター 

      コーディネーターグループ 鈴木、前田、米田 

      TEL 073-457-7564 FAX 073-457-7550 

      E-mail liaison@center.wakayama-u.ac.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。 

  ゴールデンウイークを迎え、最大９連休で行楽地は混雑が予想されるという 

  ことが毎年のように報道されています。しかし、働き方が多様化している現 

  在では、交代勤務や変則的な勤務という職種も多く、また、納期の迫った仕 

  事があり、休日返上で出勤する人がいることを考えると、「連休中はどこに 

  遊びに行きますか。」と軽々しく聞けなくなってしまいます。できることな 

  ら、「あなたの職場では連休は取れますか。」という聞き方で、相手も連休 

  があるのかを確認してから会話を広げてみてはいかがでしょうか。 

  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。 

 

 


