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

        ≪第 20号≫ ２０１８年７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】相談企業の７割が売上ＵＰ！お金をかけずに売れる仕組みをお教えします！ 

   富士市産業支援センター f-Bizのセンター長である小出氏による講演会を実 

   施します。（岸和田市） 

 

【2】生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受付を開始します 

      (岸和田市）  

 

【3】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） 

 

【4】「ベンチャー型事業承継のススメ」開催のご案内 

   （近畿大阪銀行、岸和田商工会議所、貝塚商工会議所 、泉佐野商工会議所） 

 

【5】第 9回創業グリップ Day! 

   ～創業のイロハ 役立つ情報・知識がいっぱい!!～開催決定!! 

    （大阪信用保証協会） 

 

【6】食品衛生法が変わる！あなたの会社は大丈夫?! 

    「今からできる「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」導入準備」編 

  （大阪府よろず支援拠点） 

 

【7】「商店街サポーター創出・活動支援事業課題解決プラン」アイデア募集中！ 

   （大阪府） 

  

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

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



 

  相談企業の 7割が売上 UP！お金をかけずに売れる仕組みをお教えします！ 

  富士市産業支援センター f-Bizのセンター長である小出氏による講演会を 

  実施します。（岸和田市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 経営者、起業家、創業を考えている方必見！「行列のできる経営相談所」とし 

て全国的に注目を集める「富士市産業支援センター f-Biz」のセンター長である 

小出 宗昭 氏をお招きし、自身の支援の成功事例をもとに、中小企業の売上 UP 

に役立つヒントについてご講演いただきます！ 

 

日 時：平成 30年 7月 9日（月）14:00～16:00 

会 場：岸和田市立福祉総合センター 3階 大会議室 

    （岸和田市野田町 1丁目 5番 5号） 

内 容：「お金をかけずに売れる仕組みをお教えします！」 

    小出氏自身の支援の成功事例をもとに、売上 UPに役立つヒントについて 

    ご講演いただきます。 

参加費：無料 

申 込：下記 URLの当セミナーに関するページに掲載のチラシに、必要事項をご記 

    入の上 FAXで申し込み、またはチラシに記載の QRコードから必要事項を入 

    力の上メールで申込 

    http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/keieiseminar.html 

定 員：150名 

主 催：岸和田市 

共 催：岸和田商店経営研究会 

問合せ：岸和田市産業政策課 TEL：072－423－9485 

 

【2】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

  生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の受付を開始します 

  （岸和田市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 生産性向上特別措置法が施行され、中小企業の設備投資支援施策として、市で 

は設備投資に係る固定資産税をゼロにする特例措置を導入します。固定資産税の 

特例措置は、先端設備等導入計画を提出し、承認を受けたものが対象となり、平 

成 33年 3月 31日までの取得したものとなります。法に基づく制度内容については、 

中小企業庁ホームページ、先端設備等導入計画及び固定資産税をゼロにする特例 

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/keieiseminar.html


措置については、本市ホームページをご確認ください。 

7月 2日から先端設備等導入計画の申請受付けを開始します。 

 

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

 

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

        9月 5日（水）、9月 19日（水）、10月 3日（水）、10月 17日（水） 

        ※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） 

 



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

     

  「ベンチャー型事業承継のススメ」開催のご案内 

  （近畿大阪銀行、岸和田商工会議所、貝塚商工会議所 、泉佐野商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【セミナー内容】 

 今、世間で話題の「ベンチャー型事業承継」 

 会社の未来を考える次世代の経営者層に家業(ファミリービジネス)の強みを 

 活かした事業承継に対する新たな考え方を説明いたします。 

 先代と同じ事業モデルを踏襲するだけでは、厳しい時代を乗り越えることは 

 難しいといわれています。まさに時代はベンチャー的発想をもった事業変革 

 が求められています。企業の後継者の方はこの機会に是非ご参加ください。 

 

＜概要＞ 

 

日 時：平成 30年 7月 26日(木) 14：00～17：00 (受付開始 13:30) 

場 所：岸和田商工会議所 

    岸和田市別所町 3-13-26 

    最寄駅：南海本線岸和田駅より徒歩 15分 

費 用：無料 

主 催：近畿大阪銀行 岸和田商工会議所  貝塚商工会議所  泉佐野商工会議所 

協 力：近畿経済産業局  大阪府事業承継ネットワーク 

対 象：中小企業の後継者または後継予定者の方 

     ※但し、後継者の方(予定者含む)がご参加される場合 

     、現経営者や経営幹部の方の参加も可(最大 3名まで) 

内 容：ベンチャー型事業承継の成功事例紹介 

    ファミリービジネス概論と事業承継計画 

講 師：株式会社日本 FBMコンサルティング 代表取締役 大井大輔 氏 

    一般社団法人ベンチャー型事業承継 代表理事    山野千枝  氏 

       MIRACREATION株式会社             代表取締役  前田紘妙  氏      

 

申 込：申込は以下の URLよりチラシをダウンロードし岸和田商工会議所 

       あてに FAXください 

 http://www.kinkiosakabank.co.jp/hojin/oshirase/pdf/20180612_venture.pdf 

      

問合せ：近畿大阪銀行法人ソリューション部 担当：寺川 

    TEL：06-7638-5227 FAX：06-6268-1989 

http://www.kinkiosakabank.co.jp/hojin/oshirase/pdf/20180612_venture.pdf


    E-mail：Yosio.Terakawa@kinkiosakabank.co.jp 

 

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

 

            第 9回創業グリップ Day! 

       ～創業のイロハ 役立つ情報・知識がいっぱい!!～ 

            （大阪信用保証協会） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 平成 30年 7月 20日(金)にさかい新事業創造センター(S-Cube)にて「第 9回創業グ 

リップ Day!～創業のイロハ 役立つ情報・知識がいっぱい!!～」(創業セミナー) 

を開催します! 

 

創業グリップ Day!とは? 

 様々な分野の専門家や金融機関・保証協会との個別相談、先輩企業家の特別講 

演、創業に役立つセミナーや参加者交流会等、創業に必要なステップが凝縮され 

たイベントです。 

「夢の創業を実現したい」、「創業に関するヒントをつかみたい」という方、す 

べてが無料の創業グリップ Day!に参加してみませんか? 

 

☆来場者特典☆ 

ご来場の方全員に、創業準備に役立つ「ガイドブック」「事例集」をプレゼント! 

 

※無料一時託児所も設置しております(事前予約制)。 

 

《イベント概要》 

 

日 時：平成 30年 7月 20日（金） 13:00～17:00(12:30受付開始) 

    ▼当日スケジュール ※途中入退場自由 

    (イベント) 

    13:00-13:40 創業計画書作成ミニセミナー 

             永井 俊二氏 (中小企業診断士) 

              (株式会社大永コンサルティング 代表取締役) 

    13:50-14:15 信用保証協会ミニセミナー 

    14:30-15:50 先輩企業家 特別講演 

             お客様が「これええやん!」と、納得する提案 

             ～実例から見えてくるヒントになる仕事の取り方・ 

                        進め方全部紹介します!～ 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=Yosio.Terakawa%40kinkiosakabank.co.jp


             杉浦 道夫氏 

              (株式会社インタースタイル 代表取締役) 

    16:00-17:00 参加者交流会 

 

    (相談ブース)  

    13:00-16:00 金融機関・保証協会相談ブース 

    13:00-17:00 専門家相談ブース 

    ※相談時間は 1ブースあたり 40分 

 

場 所：さかい新事業創造センター〈S-Cube〉(堺市北区長曽根町 130-42） 

    最寄駅：地下鉄御堂筋線 なかもず駅(徒歩約 4分) 

        南海高野線   中百舌鳥駅(徒歩約 4分) 

 

参加費：無料（一時託児所設置。事前予約制。) 

 

イベント詳細・事前予約については下記 URLからご確認ください 

 URL：http://www.cgc-osaka.jp/event/75 

特別講演、創業計画書作成ミニセミナーについては事前予約受付中です。 

※定員 50名。お席に限りがございます。参加をご希望の方はあらかじめご予約 

 いただくことをお勧めいたしております。 

 

＜お問い合わせ＞ 

大阪信用保証協会 経営支援部 創業・保証相談課 

TEL:06-6260-1730  FAX:06-6260-1786 

 

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

 

  食品衛生法が変わる！あなたの会社は大丈夫?! 

  「今からできる「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」導入準備」編  

        （大阪府よろず支援拠点） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

HACCPの義務化がいよいよ現実に！ 

町のケーキ屋さんも、喫茶店も対象になります！！！ 

6月 13日に、改正食品衛生法が公布されました。 

今回のセミナーは、今から始める HACCPの導入準備です。 

何からしたらいいの？HACCPとは？という方にイチから HACCPを解説いたします。 

また、導入準備として簡単なワークを通して HACCPのイメージを掴んでいただき 

http://www.cgc-osaka.jp/event/75


ます。 

ワークは HACCPだけでなく現場の作業効率改善にもつながります。 

ワークショップでは、大阪府よろず支援拠点のコーディネーター陣が 

フォローいたします。どうぞ、お気軽にご参加ください。 

 

日 時：平成 30年 7月 12日(木) 14：00～17：00 

場 所：マイドームおおさか 8階第 5会議室 

定 員：20名 

参加費：無料 

講 師：大阪府よろず支援拠点コーディネーター 岡﨑 永実子 

 

お申込：下記 URLより、詳細をご確認の上お申し込みください。 

https://www.mydome.jp/form/add/142 

※2018/6/20(水)AM10時より受付開始！（定員に達した場合は締め切らせていた 

 だきます） 

 

主 催：大阪府よろず支援拠点（公益財団法人大阪産業振興機構） 

 

発行元・お問い合わせ先 

大阪府よろず支援拠点  担当：後田・杉田 

〒540-0029 大阪市中央区本町橋 2-5 マイドームおおさか７階 

https://www.yorozu-osaka.jp/ 

TEL：06-6947-4375 FAX：06-6947-5007 E-mail：yorozu@mydome.jp 

 

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

 

  「商店街サポーター創出・活動支援事業課題解決プラン」アイデア募集中！ 

  （大阪府） 

        

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府が商店街支援施策として実施する「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」の第 2次募集が始まっています。募集期限は７月 31 

日までです。 

 詳しくは、「平成 30年 課題解決プラン チャレンジ型 第 2次募集」で検索す 

るか、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 

（06-6210-9496）までお問い合わせください。 

 

 

https://www.mydome.jp/form/add/142
https://www.yorozu-osaka.jp/
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=yorozu%40mydome.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。 

  このたび６月 18日に起きた大阪北部地震で被災された方々に心からお見舞い 

    申し上げます。 

    揺れの大きかった地域では倒壊したブロック塀の下敷きになり尊い命が失わ 

    れ、また倒れた本棚の下敷きになって亡くなられた方もいらっしゃいました。 

    外出先、我が家に限らず私達が一日の大半を過ごす職場においても災害時に 

    潜む危険について今一度考えてみたいと思います。 

    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。 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

