
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

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

        ≪第 24 号≫ ２０１８年１１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】台風 21 号対策資金（融資制度）について 

  （大阪府） 

 

【3】中小企業のためのサイバーセキュリティセミナー（11/21） 

  （岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、 

       （地独）大阪産業技術研究所、大阪府警察本部）    

 

【4】知的財産に関するセミナー「利益率が高い独自ビジネスの構築」（11/26） 

  （岸和田商工会議所、貝塚商工会議所、泉佐野商工会議所） 

 

【5】ロボット＆ＡＩシステムの利活用セミナー（11/22） 

  （(株)ＨＣＩ、岸和田市） 

 

【6】泉南地域「労働相談会」 

  （泉南地域労働行政機関運営委員会）（11/7） 

 

【7】２時間でわかる！ 中小企業のためのＩoＴ活用入門セミナー（12/6） 

  （岸和田商工会議所） 

 

【8】ＢＣＰ策定ワークショップセミナー（11/22） 

  （貝塚商工会議所、岸和田商工会議所、泉佐野商工会議所） 



  

■--  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］11月７日（水）、11 月 21 日（水）、12 月５日（水）、 

        12 月 19 日（水）、１月９日（水）、１月 23 日（水）、 

        ２月６日（水）、２月 20 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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

          台風 21 号対策資金（融資制度）について 

             （大阪府） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、平成 30年台風 21 号による府内中小企業の被害が大きかったことを 

踏まえ、国に対して、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証（100％保証） 

を行う「セーフティネット保証 4 号」の発動を国に要請した結果、中小企業の被 

害が大きかった岸和田市を含む府内 40 市町を対象に同保証が発動されました。 

 これを受けて大阪府では、同保証制度を活用した特別の融資制度として「台風 

21 号対策資金」を創設し、取扱いを開始いたしました。 

 詳しくはホームページをご覧ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/taifu/index.html 

 

また、セーフティネット保証 4 号の認定については、岸和田市産業政策課で受け 

付けております。必要書類等はホームページをご覧ください。 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/seihutelinetto4gou.html 

 

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

   

     中小企業のためのサイバーセキュリティセミナー（11/21） 

   （岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、 

        （地独）大阪産業技術研究所、大阪府警察本部） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 企業におけるインターネット利用が進展し、業務の効率化やサービスレベルの 

向上が図られている一方、費用面等を理由に、適切なサイバーセキュリティ対策 

が実施されていない中小企業がサイバー攻撃を受け、個人情報の流出やウイルス 

感染により業務が停止するなどの事案が発生しています。 

 Ｇ20 やオリンピックなどのイベントを控え、国内のみならず海外からのサイバ 

ー攻撃も懸念されるところです。今から可能な限りの対策を進め、脅威に備えま 

しょう。 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/saiba-sekyuriteli.html 



 

【日 時】平成 30年 11 月 21 日（水）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１－５－５、南海岸和田駅から徒歩５分） 

【定 員】80 名 

【対象者】中小企業関係者 

【参加料】無料 

【内 容】第一部 サイバー空間における脅威の現状 

         （講師：大阪府警察本部） 

     第二部 ウイルス感染の実演 

         （講師：近畿管区警察局 大阪府情報通信部） 

     第三部 知っておきたいセキュリティ対策 

         （講師：地方独立行政法人大阪産業技術研究所） 

【申 込】下のページから申し込んでください。 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/ques/questionnaire.php?openid=83&chec

k 

     もしくは、下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸ・メールにてお申込み 

     ください。 

     ①セミナー名称 ②会社名 ③氏名(フリガナ) ④住所  

     ⑤ＴＥＬ、ＦＡＸ ⑥E-mail 

【問合先】岸和田市 産業政策課 商工振興担当 

     TEL072-423-9485 FAX072-423-6925 

     メール：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp  

 

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

     

  知的財産に関するセミナー「利益率が高い独自ビジネスの構築」（11/26） 

    （岸和田商工会議所、貝塚商工会議所、泉佐野商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 独自ビジネスを成功させるためには優れたアイデアを生み出すことが必要であ 

り、優れたアイデアを生み出すには「マーケティング」が有効です。しかし、優 

れたアイデアも、なんらかの手法で保護をしなければ、模倣者が現れて価格競合 

を強いられ、利益率の高いビジネスを構築することはできません。 

 そこで本セミナーでは、利益率が高い独自ビジネスの構築に必要な「マーケテ 

ィング」と「知財保護」の知識を、わかりやすくお教えします。 



http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html 

 

開催日: 平成 30 年 11 月 26 日(月) 午後２時～５時  

会 場: 岸和田商工会議所 ２階 研修室  

    （岸和田市別所町３-13-26） 

受講料: 無料  

講 師: 中小企業診断士 大音 和豊 氏【モノプラス株式会社】 

    弁理士 大池 聞平 氏【ＯＥＫ特許事務所】  

内 容: ○ 独自ビジネスを構築するためのマーケティングの基本 

    ○ ビジネスを事業計画に落とし込むための基礎知識 

    ○ 独自ビジネスの創造における知財の関わり 

    ○ 知財権で保護できるもの  

お申込み: 下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸ・メールにてお申込みください。 

     ①セミナー名称 ②会社名 ③氏名(フリガナ) ④住所  

     ⑤ＴＥＬ、ＦＡＸ ⑥E-mail 

お問合せ： 岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023 FAX:072-436-3030  

 

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

 

      ロボット＆ＡＩシステムの利活用セミナー（11/22） 

            （(株)ＨＣＩ、岸和田市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 生産年齢人口の減少による人手不足問題や、生産性向上のニーズに対応すべく、 

ロボット導入を検討される企業も多いのではないでしょうか。 

 本セミナーでは、自動化・産業用ロボットシステム導入に向けたステップや、 

ロボット SIer の役割について、わかりやすくご紹介します。  

 

【日 時】平成 30年 11 月 22 日（木）13：00～17：00 

     また、17 時 30 分から 19 時 30 分まで、懇親会も行います。 

     （懇親会は事前お申し込み制で先着 20 名様、お一人様 3,500 円） 

【会 場】泉大津商工会議所 

     （泉大津市田中町 10－7、南海泉大津駅から徒歩５分） 

     １階 HCI ROBOT CENTER（見学会） 

     ２階 大ホール（セミナー） 

【定 員】100 名 



【対象者】中小企業関係者 

【参加料】無料 

【内 容】・ロボットシステムの技術動向と中小企業の未来 

      （講師：野田 哲夫 氏、大阪工業大学 ロボット工学特任教授） 

     ・はじめての AI 入門と AI の利活用 

      （講師：早石 直広 氏、大阪大学工学部 非常勤講師） 

【申 込】下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたはメールにてお申込み 

     ください。 

     ①セミナー名称 ②会社名 ③氏名(フリガナ) ④住所  

     ⑤ＴＥＬ、ＦＡＸ ⑥E-mail ⑦自動化したい作業・工程 

     ⑧懇親会参加の有無 

     詳しくはホームページをご覧ください。 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/hcirobot.html 

【申込先】岸和田市 産業政策課 商工振興担当 

     TEL072-423-9485 FAX072-423-6925 

     メール：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp  

【問合せ】株式会社 HCI セミナー担当まで 

     TEL：0725-20-6266 

 

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

 

               泉南地域「労働相談会」 

         （泉南地域労働行政機関運営委員会） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 職場のハラスメント、解雇、賃金未払、労災保険など労働者のお悩み、労働者 

とのトラブルや就業規則の見直しなど使用者のお悩みを専門家が連携して相談を 

お受けします。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/5339/00000000/3011107chirashi-sennan.p

df 

 

日 時：平成 30年 11 月 7 日（水曜日） 午後 1時 30 分から午後 4 時 30 分                

場 所：岸和田市立産業会館 ３階 大会議室 

     岸和田市別所町３-13-26（南海本線「岸和田」駅から約 850 メートル） 

内 容：労働者、使用者からの労働相談に対し、社会保険労務士、労働基準監督 

    官、ハローワーク職員、大阪府総合労働事務所職員が連携して対応しま 



    す。 

    秘密厳守で相談をお受けしますので、ご安心ください。  

        当日、直接、会場へお越しください。（予約も可）                         

対 象：府内在住・在勤の方及び事業主の方 

費 用：無料 

問合せ・予約先：貝塚市 都市政策部 商工観光課 

        TEL 072-433-7193 FAX 072-423-9760 

主 催：泉南地域労働行政機関運営委員会 

    （岸和田市、貝塚市、泉佐野市、大阪府総合労働事務所、 

     岸和田公共職業安定所、泉佐野公共職業安定所、 

     岸和田労働基準監督署、近畿職業能力開発大学校） 

共 催：大阪府社会保険労務士会大阪いずみ支部 

協 力：阪南地域労働ネットワーク 

 

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

 

    ２時間でわかる！ 中小企業のためのＩoＴ活用入門セミナー 

             （岸和田商工会議所） 

           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 自動車、家電、スマートフォンなどがインターネットでつながった、モノのイ 

ンターネット（Internet of Things、略してＩoＴ）が話題となっています。 各 

機器がつながることや、生成するデータを企業が蓄え分析することで、社内の業 

務の生産性向上や、自社の市場（売上）の拡大など、新たな付加価値を創造する 

機会が生まれます。本セミナーでは、ＩoＴの基礎から実際の利活用イメージま 

でを事例を基に学んでいただきます。 

 ＩoＴの導入、活用の第一歩として是非ご活用ください。 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html 

 

開催日：平成 30 年 12 月６日(木) 午後２時～４時  

会 場：岸和田商工会議所 ２階研修室  

講 師：中小企業診断士・経営管理修士（ＭＢＡ） 奥澤 崇 氏  

内 容：■ＩｏＴとは（概要・基礎知識） 

    ・ＩoＴが生まれた経緯（デジタル化、インターネットの普及） 

    ・ＩoＴとＡＩの違い 

    ■ＩｏＴの活用事例 



    ・様々な分野で活用されている事例を紹介（先進事例等） 

    ■自社でのＩoＴの活用（生産性向上） 

    ・社内の効率化、人手不足をサポートするＩoＴ 

    ■自社の市場を広げるＩｏＴ（売上拡大） 

    ・ＩoＴを活用した新たな市場 

受講料：無料  

申込み：下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。 

     ①セミナー名称 ②会社名 ③氏名(フリガナ) ④住所  

     ⑤ＴＥＬ、ＦＡＸ  

問合せ：岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023 FAX:072-436-3030  

 

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

 

       ＢＣＰ策定ワークショップセミナー（11/22） 

    （貝塚商工会議所、岸和田商工会議所、泉佐野商工会議所） 

           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 今年６月に発生した大阪府北部地震では、大阪府内の多くの企業の事業継続に 

大きな影響をもたらしました。巨大地震の発生が懸念されている中、ＢＣＰ（事 

業継続計画）の整備や見直しへの関心が高まっているものと推察されます。 

 こうした大規模災害等様々なリスクに備え、事前にＢＣＰ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す。 

 そこで今回のセミナーではＢＣＰを策定していない企業やこれからＢＣＰを策 

定しようとする企業やあるいはＢＣＰを策定したものの不安を感じている企業を 

対象にワークショップ型のセミナーを通じて、防災対策、ＢＣＰの策定の重要性 

・必要性を学んで頂き、その後の企業による本格的な取組みに繋げることを目的 

としたセミナーを企画いたしました。 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html 

 

開催日：平成３０年１１月２２日（木） 午後１時３０分～午後４時３０分  

会 場：貝塚商工会議所 ２階 中会議室（貝塚市二色南町４-７）  

受講料：無料  

定 員：１５社  

講 師：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 関西支店 

    災害・事業ＲＭグループ 上席コンサルタント 小島 勝治 氏  



セミナー内容：【１】参加各企業周辺で発生しうる地震被害を整理する。 

       【２】地震発生当日に対応すべき事項を整理し、マニュアル化 

          する。 

       【３】大阪府が推奨するＢＣＰの施策等の紹介。 

お申込み：１１月７日（水）迄に、下記必要事項をご記入の上、ＦＡＸにて 

     岸和田商工会議所までお申込みください。 

     ①セミナー名称 ②会社名 ③氏名(フリガナ) ④住所  

     ⑤ＴＥＬ、ＦＡＸ  

     岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023 FAX:072-436-3030  

主 催：貝塚商工会議所、岸和田商工会議所、泉佐野商工会議所  

協 力：大阪府 三井住友海上火災保険株式会社  

 

 

【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。 

  秋も深まってまいりました。岸和田市では９月と 10 月にだんじり祭りがある 

  影響からか、10月後半から 11 月にかけてたくさんの行事が集中します。大き 

  なものでいうと、市民スポーツカーニバル、産業フェア、農業まつり、牛滝 

  山もみじまつり、各地区の公民館まつりなどです。その他にもいろんな講座 

  や催しが各地であり、勉強、スポーツ、観光などに多忙の秋となります。様 

  々な団体等に属している市民の方が準備や片付け等に参加していただくこと 

  で各行事が実施できています。だんじり祭と同じようにこれらの行事も市民 

  の力で継続していければと思います。 

   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。 


