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

        ≪第 25号≫ ２０１８年１２月３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】２時間でわかる！中小企業のためのＩoＴ活用入門セミナーについて（12/6） 

  （岸和田商工会議所） 

 

【3】事業承継セミナー（12/12） 

  （岸和田・貝塚・泉佐野商工会議所）   

 

【4】労務管理セミナー 働き方改革関連法 重要ポイントについて（12/21） 

  （大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター、岸和田・貝塚商工会議所） 

 

【5】「IT導入補助金」三次公募の申請受付締切を延長しました！（12/18締切） 

  （近畿経済産業局） 

 

【6】よろず塾ワークショップセミナー（12/12） 

   10年後の組織図を考えよう！「事業承継までに見直すべき”組織のツボ”」 

  （大阪府よろず支援拠点）  

 

■--  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］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）、 

        ３月６日（水）、３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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

    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） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



 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。 

 

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  

受講料：無料  

セミナー内容：下部のセミナー案内よりご確認ください。  

申込み：下記の URLより申込書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申 

    し込みください。 

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

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

 

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

   

             事業承継セミナー（12/12） 

           （岸和田・貝塚・泉佐野商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 中小企業経営者の中心年齢は 66歳を超え、ますます高齢化が進んでおり、中小 

企業の事業承継はまさに「まったなし！」の状況です。ただ、事業承継の重要性 

は理解していても、何からどう手をつければいいか分からない中小企業経営者が 

多いのも事実です。このセミナーでは、事業承継に向けての取り組み方を、経営 

全般の視点から多面的に分かりやすくお伝えいたします。 

 

開催日：平成 30年 12月 12日(水)14：00～16：15  

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）  

講 師：税理士・中小企業診断士 石橋 研一 氏  

受講料：無料  

セミナー内容：・事業承継の現状 

       ・誰に？いつ？何を？どのように？継がせるか 



       ・事業用資産の具体的な承継方法 

       ・後継者の育成方法 

       ・大阪府による事業承継支援の紹介 

申込み：下記の URLより申込書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申 

    し込みください。 

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

    また、メールでのお申込の場合は、事業所名・住所・電話・FAX番号・ 

    氏名をご記入の上、下記のアドレスまでお送りください。 

    【お申し込みメールアドレス koshukai@kishiwada-cci.or.jp】  

主 催：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：大阪府事業承継ネットワーク  

 

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

 

    労務管理セミナー 働き方改革関連法 重要ポイントについて（12/21） 

  （大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター、岸和田・貝塚商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 2019年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます！！ 

 今年６月、働き方改革関連法が成立しました。関連法では、「時間外労働の上 

限規制」や「年次有給休暇の確実な取得」等について規定されています。 

 本セミナーでは、働き方改革関連法に関する"ギモン"について社会保険労務士 

が解説します。この機会に準備を始めませんか？ 

 

開催日：平成 30年 12月 21日（金）14：00～16：00（受付・開場 13：30～）  

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）  

講 師：働き方改革推進支援・賃金相談センター専門アドバイザー 

    社会保険労務士 池内 陽子 氏  

受講料：無料  

セミナー内容：働き方改革の全体像、施行時期、時間外労働の上限規制、 

       新 36 協定、年休強制付与、年次有給休暇管理簿、 

       同一労働同一賃金、労働安全衛生法の改正  

定 員：先着 40名  

申込み：下記の URLより申込書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、FAXにてお申 

    し込みください。 

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



    また、メールでのお申込の場合は、事業所名・住所・電話・FAX番号・ 

    氏名をご記入の上、下記のアドレスまでお送りください。 

    【お申し込みメールアドレス koshukai@kishiwada-cci.or.jp】    

主 催：大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター、岸和田・貝塚商工会議所  

 

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

 

   「IT導入補助金」三次公募の申請受付締切を延長しました！（12/18締切） 

               （近畿経済産業局） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 経済産業省では、中小企業向けに、業務効率化や売上アップに役立つ ITツール 

（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入に要する経費の一部を補助する 

「サービス等生産性向上 IT導入支援事業（IT導入補助金）」を実施しています。 

 このたび、IT導入補助金の三次公募の申請受付の締切を 12月 18日に延長しまし 

た。IT導入をご検討中の中小企業・小規模事業者の皆様はぜひ IT導入補助金をご 

活用ください。 

 

【公募スケジュール等】 

 ●第 5回 締切：平成 30年 11月 19日（月）、交付決定：11月 30 日（金） 

 ●第 6回 締切：平成 30年 12月 4日（火）、交付決定：12月 14 日（金） 

 ●第 7回 締切：平成 30年 12月 18日（火）、交付決定：12月 28 日（金） 

 ＊事業実施期間は各回とも交付決定後～平成 31年 1月 31日（木）まで 

【補助金の概要】 

 ●補助対象経費…ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等 

         ＊交付決定前に契約・導入され発生した経費は補助対象外です 

 ●補助金額等…上限額：50万円、下限額：15万円、補助率：1/2以下 

 ＊詳細は下記 URLに掲載の「公募要領」や「交付申請の手引き」等を確認くださ

い。 

  補助金事務局 HP https://www.it-hojo.jp/ 

 

【問合先】サービス等生産性向上 IT導入支援事業  

     TEL：0570-000-429（通話料がかかります） 

     受付時間 9:30～17:30（土・日・祝日を除く） 

     *上記補助金事務局 HPに「お問合わせフォーム」があります 

 



詳しくは、近畿経済産業局のホームページをご覧ください。 

http://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/service/30fy/it-hojo.html 

 

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

 

          よろず塾ワークショップセミナー（12/12） 

   10年後の組織図を考えよう！「事業承継までに見直すべき”組織のツボ”」 

             （大阪府よろず支援拠点） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 評価や賃金制度、教育、あるいは労働条件など、従業員一人ひとりについて検 

討することはよくあるかもしれませんが、従業員が集まった「組織」そのものに 

ついて考えることはあまりないのではないでしょうか。  

 自社の組織にはどのような特徴と課題があり、今後どのように組織づくりをし 

ていけばいいのかを一緒にみていきましょう。 

 いずれ来る事業承継までに、「どんな組織にしておけばいいのか」、「どんな 

組織を引き継げばいいのか」を考えるきっかけにしてください。  

※当日は、自社の現在の組織図をお持ちください。どんな書式でも結構です。 

 もちろん手描きでも OK！  

 

開催日：平成 30年 12月 12日（水）14：00～16：00 

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 楢崎 賢吾 氏 

申込み：申込専用フォームより申し込み、または専用チラシに必要事項をご記入 

    のうえ FAXで申し込み。詳しくは下記 URLよりご覧ください。 

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

問合せ：大阪府よろず支援拠点 

    TEL：06-6947-4375 E-mail：yorozu@mydome.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。 

  いよいよ今月で 2018年も終わりです。年齢を重ねるごとに１年経つのが早く 

  感じるのはなぜでしょうか。気付けば街は冬の装いを始め、秋の終わりを感 



  じさせます。最近は朝晩が特に寒くなってきましたので、体調にお気をつけ 

  お過ごしください。 

  少し早いですが、本年も当メールマガジンをご愛読いただきありがとうござ 

  いました。2019年も引き続き、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。 


