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

        ≪第 23号≫ ２０１８年１０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】日本政策金融公庫による平成 30年台風第 21号に係る災害に関する 

     相談窓口の設置について   （日本政策金融公庫） 

 

【3】中小企業  経営改善のキモ（10/11） 

  （大阪府よろず支援拠点）    

 

【4】価格競争に勝ち顧客が増える営業の仕掛けセミナー（10/23） 

  （岸和田商工会議所） 

 

【5】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） 

 

【6】阪南港開港５０周年記念式典・特別講演会を開催します！(11/10) 

  （阪南港港湾振興連絡協議会） 

 

【7】事業承継を応援します！ 

  （公益財団法人 大阪産業振興機構） 

 

【8】消費税軽減税率制度説明会を開催します! (10/23・10/24) 

 

【9】医療講演(10/14) 



    （医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院） 

 

【10】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、 

                   大阪府警察本部他） 

 

 

  

■--  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］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）、 

        １月９日（水）、１月 23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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

    

      日本政策金融公庫による平成 30年台風第 21号に係る災害に関する 

      相談窓口の設置について （日本政策金融公庫） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 日本政策金融公庫が、9月 6日付で、この度の台風により被害を受けた滋賀県、 

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県内に事業所を有する中小企業・ 

小規模事業者の皆さまを対象に、「平成 30年台風第 21号に係る災害に関する相 

談窓口」を滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県内の全支店 

に設置しています。 

【問合せ先】 

 日本政策金融公庫 泉佐野支店 国民生活事業 電話：072-462-1355 

 （岸和田市内は泉佐野支店が担当しています） 

 

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

     

       中小企業  経営改善のキモ （大阪府よろず支援拠点） 

   

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「経営状況の厳しい企業でも 9割は助かる」を信念に、400社以上の経営立て直 

し・企業再生に力を注いできた、東京都板橋区企業活性化センター長 中嶋修氏 

を招き、自身も大型倒産をし、どん底から立ち直った経験に基づき経営改善の 

実践についてお話をいただきます。 

  

事業者の皆さま、支援機関の皆さま、奮ってご参加ください。 



 

【日 時】平成 30年 10月 11 日（木）14：00～16：00 

【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】60 名（定員を超える場合はお断りすることがあります。） 

【参加対象者】どなたでも 

【参加料】無料 

  

【講 師】 

・中嶋センター長 

  板橋区立企業活性化センター センター長 

  中小企業基盤整備機構「よろず支援拠点」全国本部 サポーター 

  

【主 催】大阪府よろず支援拠点 

 

-------------------------------------------------  

よろずコーディネーターによる経営個別相談も同時開催！ 

※事前予約を下記申込みフォームからお願いします。 

※先着 4名まで 

【相談時間帯】16:00～17:00 

------------------------------------------------- 

 

【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/151 

※2018/9/7(金)AM10時より受付開始！ 

（定員を超える場合はお断りすることがあります。） 

 

ご不明な点などございましたらお気軽にお問合せください。 

 

【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 

 

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

https://www.mydome.jp/form/add/151
https://www.yorozu-osaka.jp/
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=yorozu%40mydome.jp


     

      価格競争に勝ち顧客が増える営業の仕掛けセミナー 

          （岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 価格競争に巻き込まれ、既存客からの売上の低下に苦しむ経営者や営業担当者 

向けに、顧客が増える仕掛けのノウハウを解説します。 

 

開催日時：平成 30年 10月 23 日（火）14：00～16：00 

開催場所：岸和田商工会議所２階研修室 

受 講 料：無料 

定  員：40 人（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下 

     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  

                TEL072-439-5023 FAX072-436-3030 

      メール koshukai@kishiwada-cci.or.jp  

                ※ 土、日、祝日を除く     

 

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

 

         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！ 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp


  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 

 

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

 

       阪南港開港５０周年記念式典・特別講演会を開催します！ 

       （阪南港港湾振興連絡協議会） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 阪南港は、昭和 43 年に忠岡港、岸和田港、貝塚港の３港が統合されて開港した 

大阪府営港湾です。 

 今年で開港 50周年を迎えることを記念して「阪南港開港 50周年記念式典・特

別講演会」を開催します。ぜひご参加ください！ 

 

日  時：平成 30年 11月 10 日（土曜日）午後２時から 

会  場：岸和田市立浪切ホール 

参 加 費：無料（事前に参加申し込みが必要です） 

募集定員：200 名 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp


内  容：【プログラム】 

           ・主催者あいさつ 

      ・阪南港紹介 

           ・ブラスバンド演奏：（演奏団体）大阪府立和泉高等学校吹奏楽部 

           ・スーパーサイエンスショー：（演者）キャラメルマシーン 

           ・特別講演会『世界一受けたいうみの授業 海、港、航海について』 

                 講  師：海洋ジャーナリスト 永田 雅一 氏 

           【常設展】 

            阪南港の歴史 

応募方法： 

往復はがきあるいはメールに次の事項をご記入の上、下記応募先までお送りくだ 

さい。 

・記入事項 

 １ 代表者の氏名・住所・電話番号 

 ２ 参加者全員の氏名（代表者含め５名まで） 

 ※ 代表者の方を含め、１通あたり申込可能な人数は５名までとさせていただ 

      きます。 

 ※ 記載いただいた個人情報は、本講演会以外での目的で使用いたしません。 

 ※ チラシ裏面に詳しい応募方法を記載しています。 

詳しくはこちら http://www.osakaprefports.jp/event.php?tid=496 

・応募先 

 〒５９５－００５５ 

 大阪府泉大津市なぎさ町６－１大阪府港湾局内 

 阪南港港湾振興連絡協議会事務局 あて 

 メール hannan@opal.ocn.ne.jp 

・応募受付期間 

 平成 30年９月１日（土）から 10月 31日（水) 

（平成 30年９月 18日からメールでの募集を開始しました！） 

 

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

 

     事業承継を応援します！ 

     （公益財団法人 大阪産業振興機構） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

ご相談（事業承継相談）はお近くの支援機関まで。相談は原則無料です。 

http://www.osakaprefports.jp/event.php?tid=496
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=hannan%40opal.ocn.ne.jp


 

１．岸和田商工会議所 

事業承継コーディネーター、経営指導員による訪問相談を実施しています。 

場 所：岸和田市別所町 3－13－26 

連絡先：072-439-5023 

 

２．事業承継相談デスク 

場 所：大阪商工会議所（大阪市中央区本町橋 2番 8号） 

連絡先：06-6944-6469 

 

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

 

   消費税軽減税率制度説明会を開催します! (10/23・10/24) 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 来年 10月より消費税軽減税率制度が実施されます。事業者の方に知っていただ 

きたい消費税軽減税率制度のポイント等についての説明会を開催します。 

 

【10/23開催】 

時 間：午後４時 10 分から午後５時 

定 員：40 人（要申込・定員になり次第締切） 

場 所：岸和田商工会議所（岸和田市別所町３丁目 13-26） 

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下さ

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 TEL072-439-5023 FAX072-436-3030 

    メール koshukai@kishiwada-cci.or.jp  ※ 土、日、祝日を除く 

 

【10/24開催】 

時 間：午後３時 10 分から午後３時 40分 

場 所：岸和田市立文化会館 マドカホール（岸和田市荒木町１丁目 17-1） 

定 員：500 人（申込不要） 

問合先：岸和田税務署 法人課税第一部門（電話：072-438-1341） 

※自動音声に従い、「２」を選択してください。 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp


【9】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

           医療講演 

     （医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

講演日時：平成 30年 10月 14 日（日） 13：00～17：00（12：00開場） 

場  所：岸和田市立浪切ホール 大ホール 

●参加費無料、事前申込不要（手話通訳あり） 

 

詳しくはこちら 

https://kishiwada.tokushukai.or.jp/lecture/lecture_2018autmn.php 

 

【10】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

      中小企業のためのサイバーセキュリティセミナー 

   （岸和田市、貝塚市、泉佐野市、熊取町、田尻町、 

                    大阪府警察本部他） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【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 

     第二部 ウイルス感染の実演 

     第三部 知っておきたいセキュリティ対策 

【講 師】大阪府警察本部等 

【申 込】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会社名 ②氏名(フリガナ) ③住所 ④ＴＥＬ、ＦＡＸ 

     ⑤E-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  

https://kishiwada.tokushukai.or.jp/lecture/lecture_2018autmn.php
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.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。 

  この度９月に近畿地方を直撃した台風により被害に遭われた皆様に対し心よ 

  りお見舞い申し上げます。 

  今年の夏は６月の大阪北部地震に続き７月には西日本豪雨と酷暑、そして９ 

  月６日未明に起こり大勢の方が亡くなられた北海道胆振東部地震…様々な自 

  然災害や気候の変化に戸惑うばかりですが、これからも皆様に少しでもお役 

  に立つ情報を配信してまいります。 

   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

