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

        ≪第 22号≫ ２０１８年８月３０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】≪締切間近！！≫ 

  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」 

  の二次公募について（中小企業庁） 

 

【3】ＢＣＰ策定（作成）のための実務セミナー (9/19) 

  （岸和田商工会議所） 

 

【4】創業セミナー ～夢に挑戦・めざせ起業家～ (10/17～12/5) 

  （岸和田商工会議所） 

 

【5】経営革新セミナー (9/20) 

  （泉佐野商工会議所・岸和田商工会議所・貝塚商工会議所） 

 

【6】様々な経験を積んだベテラン広報パーソン＆現役記者が語る！ 

   中小企業・個人事業主も広報（PR）を！！（9/28） 

  （大阪府よろず支援拠点） 

 

【7】ニュービジネス助成金・コンソーシアム研究開発助成金 募集開始 

   (池田泉州銀行) 

 

【8】IoT技術を導入してみませんか？ 

     IoT技術活用促進交流会を開催します！ (9/21) 

  （大阪府） 



 

  

■--  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］ 9月 5日（水）、9月 19日（水）、10月 3日（水）、 

        10月 17日（水）、11月７日（水）、11月 21日（水）、 

        12月５日（水）、12月 19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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

     

   ≪締切間近！！≫ 

   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」 

   の二次公募について（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。 

 

受付期間：平成 30年 8月 3日(金)から平成 30年 9月 10日(月)/当日消印有効 

     ※電子申請：平成３０年９月１１日（火）１５：００ 

事業期間：交付決定日から平成 31年 1月 31日(木)迄 

採択公表：平成 30年 10 月中を予定 

 

詳細は、下記ＵＲＬよりご覧ください。 

https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_2koubo20180803.html 

 

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

     

         ＢＣＰ策定（作成）のための実務セミナー 

            （岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大規模災害等様々なリスクに備え、事前にＢＣＰ（事業継続計画）を策定し、 

事業の継続あるいは早期復旧できるよう、平常時より緊急時の事業継続の為の方 

法などを取り決めておくことは大変重要であり、防災対策、ＢＣＰの策定の重要 

性・必要性をわかりやすく説明致します。 

 今回は、実際に貴社においてＢＣＰ策定（作成）することを主眼とするセミナ 

ー内容といたします。すでにＢＣＰ担当者として業務にあたっている方も、新し 

くＢＣＰ担当者となった方も、是非ご参加ください。 

 

開催日時：平成 30年９月 19日（水）午後１時 30分～午後３時 45分 

開催場所：岸和田商工会議所２階研修室（岸和田市別所町 3-13-26） 

講  師：上級コンサルタント 川村 丹美（かわむら あけみ）氏 

     【ＳＯＭＰＯリスケアマネジメント株式会社】  



定  員：40名（先着順） 

受 講 料：無料 

申  込：下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸ・郵送・メールにてお申込みくだ 

     さい。 

     ①事業所名 ②氏名 ③郵便番号、住所 ④ＴＥＬ、ＦＡＸ 

申込・問合せ先： 

     岸和田商工会議所 

     〒596-0045岸和田市別所町 3-13-26 

     TEL：072-439-5023、FAX：072-436-3030（※土、日曜日を除く） 

     メール：koshukai@kishiwada-cci.or.jp  

 

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

 

         創業セミナー ～夢に挑戦・めざせ起業家～ 

             （岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田商工会議所では、独立開業を志す方や新たに事業を起こしたいと考えて 

いる方々を対象に、「創業セミナー」を開催いたします。独立開業を目指す方か 

ら開業して間もない方まで受講できます。 

 ※ 本セミナーは、岸和田市創業支援事業計画の「特定創業支援事業」です。 

   本セミナーを受けた創業者は、様々な支援制度を活用することができます。 

 

日程・内容： 

  １０月１７日（水）[経営]成功している起業家の考えから学ぼう！ 

  １０月２４日（水）[経営]これまでの経験から強みを再確認！ 

  １０月３１日（水）[販路開拓]しっかり利益を出すストーリーを構築！ 

  １１月 ７日（水）[販路開拓]売上‣利益をアップさせる仕組みを構築！ 

  １１月１４日（水）[経営]これからの行動計画を構築！ 

  １１月２１日（水）[財務]創業時の資金繰りを知る！ 

  １１月２８日（水）[人材育成]起業に必要な手続きや知識を学ぶ！ 

  １２月 ５日（水）[経営]稼げるビジネスプランか最終チェック！ 

   ※ 各日午後１時３０分～４時３０分 

場 所：岸和田商工会議所 

受講料：３，２４０円(消費税・テキスト代込) 

定 員：３０名（申込先着順） 

申 込：下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸ・郵送・メールにてお申込みくださ 

    い。 



     ①氏名(フリガナ) ②郵便番号、住所 ③ＴＥＬ、ＦＡＸ 

     ④E-mail ⑤支払方法：10/15(月)迄に〔持参・振込〕 

申込・問合せ先：岸和田商工会議所 

         〒596-0045岸和田市別所町 3-13-26 

          TEL072-439-5023 FAX072-436-3030 

         メール：koshukai@kishiwada-cci.or.jp  

         ※土、日曜日を除く 

 

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

 

               経営革新セミナー 

     （泉佐野商工会議所・岸和田商工会議所・貝塚商工会議所） 

        

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 企業の現状を打開したい、新しいことにチャレンジしたい、さらなる飛躍を図 

りたいと考える経営者や後継者の方に、社長は今何をやらなければならないのか、 

会社を変えるための取り組み方法や考え方、新しい事業展開の方向と事業立ち上 

げの方法を考えていただくための経営革新セミナーを開催致します。 

 現在事業を営んでいる、経営者、後継者及び経営幹部社員の方々の受講をお待 

ちしております。 

 

日  時：平成 30年 9月 20日（木）14:00～16:00  

場  所：泉佐野商工会議所（泉佐野市市場西 3丁目 2-34） 

定  員：30名（先着順）  

申込締切：平成 30年 9月 13日（木）  

受 講 料：無料  

申  込：下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸ・郵送・メールにてお申込みくだ 

     さい。 

     ①事業所名 ②氏名 ③郵便番号、住所 ④ＴＥＬ、ＦＡＸ 

問合せ先：岸和田商工会議所 

     〒596-0045岸和田市別所町 3-13-26 

     TEL：072-439-5023、FAX：072-436-3030（※土、日曜日を除く） 

     メール：koshukai@kishiwada-cci.or.jp  

 

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

 

     様々な経験を積んだベテラン広報パーソン＆現役記者が語る！ 

          中小企業・個人事業主も広報（PR）を！！ 



            （大阪府よろず支援拠点） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 永年にわたりシャープの広報部門に在籍し、いまは航空会社のスカイマークで 

広報に従事する関 喜文氏が、 

 ・なぜ中小企業も広報活動が必要なのか、 

 ・広報活動の効果・効能からメディア（新聞・雑誌など）への接触方法、 

 ・プレスリリースの書き方 

などを分かりやすく解説する。 

 第 2部では、元朝日新聞編集委員で様々な企業を取材し記事を執筆してきた安 

井孝之氏と「中小企業がメディアに取り上げられるためには、何をすれば良いか」 

をディスカッションする。 

 

内 容：①広報とは 

    ②広報と宣伝の違い 

    ③広報の効果・効能 

    ④報道されるまでのプロセス 

    ⑤中小企業が広報で認識すべきこと 

    ⑥ニュースを発信しよう 

    ⑦プレスリリースをつくろう 

    ⑧メディアに縁のなかった人の成功事例 

日 時：平成 30年 9月 28日（金）14：00～16：00 

    ［セミナー］14：00～15：00 

    ［ディスカッション］15：00～16：00 

講 師：・関 喜文氏 

    ［シャープの広報部門に在籍し、いまは航空会社のスカイマークで広報に 

     従事している。] 

    ・安井 孝之氏 

    ［元朝日新聞編集委員で様々な企業を取材し記事を執筆してきた。現在は 

     フリー記者として活躍中。] 

会 場：マイドームおおさか 8階第 1・2会議室 

    大阪市中央区本町橋 2-5 

定 員：50名（定員を超える場合はお断りすることがあります。） 

対象者：どなたでも 

参加料：無料 

主 催：大阪府よろず支援拠点 

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/148 



    （定員を超える場合はお断りすることがあります。） 

 

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

 

    ニュービジネス助成金・コンソーシアム研究開発助成金 募集開始 

              （池田泉州銀行） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 池田泉州銀行では、新規性・独創性あふれる事業プランを応援する 第 19回 

「ニュービジネス助成金」および、企業と大学・研究機関等との共同研究開発プ 

ランを応援する第 15回「コンソーシアム研究開発助成金」の募集を開始しました。 

 

募集期間：平成 30年 8月 1日（水）～10月 31日（水）※当日消印有効 

助成金額：大賞 300万円 他（総額 3，000万円） 

申し込み：以下のホームページより申込書をダウンロードしてください。 

     http://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/index.html 

問合せ先:池田泉州銀行 先進テクノ推進部 

         電話：06-6375-3793 

 

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

 

            IoT技術を導入してみませんか？ 

       「IoT技術活用促進交流会」を開催します！（9/21） 

                 （大阪府） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、りそなグループと共同で「IoT技術活用促進交流会」を開催しま 

す。この事業では、IoT 技術を取り扱っている企業６社が登壇し、自社の IoT技術 

がどのように活用できるか、具体例を交えて分かりやすく発表します。また、ビ 

ジネスマッチングに向け、登壇者と参加者との情報交換の場をご用意しておりま 

す。IoT技術の活用に興味をお持ちの企業の皆様、是非ご参加ください！ 

 

日時：平成 30年 9月 21 日(金)13:30～17:00（13:00受付開始）           

場所：ビジネスプラザおおさか 

   （大阪市中央区備後町 2-1-1 第二野村ビル 4階）  

対象：IoT技術を活用したいとお考えの企業 

   IoT技術に興味をお持ちの企業  

内容：■自社スタッフでカスタマイズできる IoTクラウドプラットフォーム 



    （アルドネット株式会社 代表取締役 サファ ローラン氏） 

   ■機械式圧力計の IoT化について 

    （株式会社木幡計器製作所 代表取締役 木幡 巌氏） 

   ■「IoTの短期間・安価な活用法」と「IoT社内推進者を育成する研修案内」 

    （株式会社サン・エンジニアリング 代表取締役 岩尾 徳一郎氏） 

   ■マルチセンシングデバイス SenStick3のご紹介 

    （新日本コンピュータマネジメント株式会社 事業推進課 

                        課長 岩本 康男氏） 

   ■設備の稼働状況を見える化する「見え次郎」 

    （精密プレス工業株式会社 営業技術 西野 誠一氏） 

   ■IoTデバイスデータロガーLogbee(ログビー) 

    （チトセ工業株式会社 営業部 中西 悠氏） 

   ■情報交換会     

費用：無料 

定員：50名(先着順) 

申込：参加申込につきましては、下記 URLをご確認ください。 

   https://www2.resona-gr.co.jp/seminar/resonagr/geq180021/index.html 

主催：大阪府、大阪府 IoT推進ラボ、りそな銀行、関西アーバン銀行、 

   近畿大阪銀行、みなと銀行 

共催：大阪商工会議所 

問合：大阪府 商工労働部 成長産業振興室 産業創造課  

   産業化戦略グループ  

TEL：06-6210-9483  E-mail:sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.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。 

  酷暑日が続いた「平成最後の夏」がいよいよ終わりを迎えようとしています 

  が、来年は「新元号最初の夏」が始まります。また記念すべき夏が、今から 

  待ち遠しく思います。 

  まだ暑い日が続いておりますので、体調に注意しながらお過ごしください。 

    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。 


