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 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】キャッシュレス決済導入説明会（3/26） 

  （岸和田商工会議所・岸和田市） 

 

【3】創業者ステップアップ交流会（3/20） 

  （岸和田市・大阪府よろず支援拠点） 

 

【4】平成 30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 

  （中小企業庁） 

 

【5】消費税の軽減税率対応のためのレジ・システム補助金 

  （経済産業省） 

 

【6】よろず塾ワークショップセミナー 

   内容もデザインも簡単にできる！！「会社案内」のつくり方編（3/12,19） 

   （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］３月６日（水）、３月 20日（水）、４月 17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） 

 

【●○●タブレット端末でのテレビ相談ができるようになりました！！●○●】 

 岸和田市役所に設置のタブレット端末をご利用いただくことで、下記の日時 

以外での相談も可能となりました！ 

 利用希望日の３営業日前までに、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 ※詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

 ※また、相談員の都合により、必ずご希望のお日にちにご利用できるとは限り 

  ません。ご了承ください 

 



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

 

         キャッシュレス決済導入説明会（3/26） 

          （岸和田商工会議所・岸和田市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 キャッシュレス決済においては、電子マネーやスマートフォンの QR コード決裁 

等のサービスが次々と登場しています。政府は決済市場（約 300兆円）に対し、 

2025年までに 40％、将来的には 80％のキャッシュレス化を目指しています。また、 

平成 31年 10月の消費税の増税に伴い、中小企業店向けのキャッシュレスに関連し 

たポイント還元をはじめ、景気対策が検討されています。 

 本説明会では、消費税の増税や軽減税率の導入に備え、最新の決済サービスの 

特徴を各企業の方々よりご説明いただきます。各決済サービスの導入に向けたお 

話を聞くことのできる絶好の機会です。是非ご参加ください。 

 

【日 時】：平成 31年 3月 26日（火）14:00～16:30 

【会 場】：岸和田市立産業会館 3 階 大会議室（岸和田市別所町 3 丁目 13 番

26号） 

【説明者】：株式会社池田泉州 JCB・DC・VC 

      楽天株式会社 【楽天 Pay（ラクテンペイ）】 

      株式会社 Origami 【Origami Pay（オリガミペイ）】 

      LINE株式会社 【LINE Pay（ラインペイ）】 

      Pay Pay株式会社 【Pay Pay（ペイペイ）】 

【内 容】：クレジットカード・電子マネー・QRコードのキャッシュレス決済に 

      ついて 

【参加費】：無料 

【申 込】：下記 URLよりチラシをダウンロードし、必要事項をご記入の上、FAX 

      または郵送で岸和田商工会議所へ申し込み（申込期限：3月 22日） 

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

【申込先】：〒596-0045 岸和田市別所町 3丁目 13番 26号 

      岸和田商工会議所     

      電話：072-439-5023 FAX：072-436-3030 

【定 員】：60名（先着） 

【主 催】：岸和田商工会議所・岸和田市 

【問合せ】：岸和田商工会議所 TEL：072－439－5023 

 



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

 

          創業者ステップアップ交流会（3/20） 

          （岸和田市・大阪府よろず支援拠点）              

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 創業・起業されてから、計画どおりに進まれていますでしょうか？ 

 販売促進・集客・商品ＰＲに繋げるための、ＳＮＳの上手な活用方法について、 

わかりやすく解説します。また、グループワークを通じて、実際の活用方法につ 

いて、楽しく学びましょう。 

 経営について一緒に考えることのできる創業者仲間をつくり、交流を深めるチ 

ャンスですので、名刺や自店舗のチラシ等あればご持参ください。 

 また、交流会終了後、個別相談会も行います。（無料・希望者のみ） 

 

【日 時】平成 31年 3月 20日水曜日 13時 30分から 16時 00分まで 

【場 所】岸和田商工会議所 2階 研修室 （岸和田市別所町 3丁目 13 番 26 号） 

【講 師】大阪府よろず支援拠点  中辻 一浩 氏 （中小企業診断士） 

【内 容】・セミナー「販売促進、集客、商品ＰＲに繋げる！ＳＮＳの上手な活 

      用方法」 

     ・グループワーク 

     ・創業仲間を作る交流会 

【対象者】概ね 5年以内に起業した人 

【参加費】無料 

【定 員】先着 20名 

【主 催】岸和田市・大阪府よろず支援拠点 

【協 力】岸和田商工会議所 

【申 込】電話（072-423-9485）で産業政策課まで申込 

 

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

 

    平成 30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

                （中小企業庁） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 平成 30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募 

が開始されました。 



 本補助金は、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 

支援するものです。 

 詳細は、事業実施場所の地域事務局（各都道府県中小企業団体中央会）にご確 

認ください。 

 

【募集締切】 

 2019年 5月 8日（水）〔消印有効〕 

【提出先・問合先等】 

 ■補助事業の実施場所が大阪府の場合 

  大阪府中小企業団体中央会ものづくり中小企業支援室 

  TEL：06-6947-4378 FAX：06-6947-4379 

  （問合せ時間）10:00～12:00、13:00～17:00／月曜～金曜（祝日除く） 

  ホームページ https://www.maido.or.jp/mono_hojokin/mono_H30/ 

 ■補助事業の実施場所が大阪府以外の場合 

  事業実施場所の都道府県中小企業団体中央会にご確認ください。 

  （各都道府県中小企業団体ホームページのリンク先は下記 URLを参照ください） 

  http://www.chuokai.or.jp/link/link-01.htm 

 

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

 

       消費税の軽減税率対応のためのレジ・システム補助金 

               （経済産業省） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 消費税の軽減税率制度が開始される 2019年 10月が迫ってきました。レジや受発 

注システムを導入・改修する方に対し、国の補助制度があります。 

 

①軽減税率対応レジの導入・改修の支援 

 【対 象 者】：軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等 

 【補 助 率】：原則３／４ 

        なお、３万円未満のレジ購入の場合４／５ 

 【補助上限】：レジ１台あたり 20万円、券売機１台あたり 20万円 

        なお、商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス 20万円で上 

        限 40万円 

        1事業者あたり上限 200万円 



 【完了期限】：2019年 9月 30日まで 

②受発注・請求書管理システムの改修等の支援 

 ＜受発注システムの改修等支援＞ 

 【対 象 者】：軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改 

        修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等 

 【補 助 率】：原則３／４ 

 【補助上限】：1000万円（発注システム）、150万円（受注システム） 

 【完了期限】：2019年 9月 30日まで 

        ※システム会社に改修を依頼する場合は、2019年 6月 28日まで 

         に事前申請が必要 

 ＜請求書管理システムの改修等支援＞ 

 【対 象 者】：軽減税率制度の導入に伴い請求書管理システム(※)の改修等を 

        行う必要がある中小の卸売事業者、製造事業者等 

        ※区分記載請求書等保存方式に対応した請求書の発行を行うシ 

         ステム 

 【補 助 率】：原則３／４ 

 【補助上限】：150万円 

 【完了期限】：2019年 9月 30日まで 

 

 ※詳細は以下の URLをご覧ください。 

  http://kzt-hojo.jp/ 

 ※混雑が予想されますので、お早目に申請ください。 

 

 ＜お問い合わせ先＞ 

  軽減税率対策補助金事務局（独立行政法人中小企業基盤整備機構が設置） 

  0120ー398ー111 

 

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

 

           よろず塾ワークショップセミナー 

   内容もデザインも簡単にできる！！「会社案内」のつくり方編（3/12,19） 

            （大阪府よろず支援拠点） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 販促を強化したい方におすすめです！  

 



◆第１回：平成 31年 3月 12日(火) 

     【「会社案内」の内容を見直そう！】 

      「会社案内」の中に、商品・サービスの「価値」や「経営理念」を 

       記載し、読む人にアピールしていきましょう！ 

      「価値」とは何か？「経営理念」に何を書けばいいのか？一緒に考 

       えていきましょう！  

◆第２回：平成 31年 3月 19日(木)  

     【「会社案内」を自前でデザインしよう！】  

 

 Power Point を使って全体の構図やカラーバランス、フォントの調整など印刷 

所に出すまでの簡単なデザイン方法を学びます。  

 スクリーンと配布プリントをご覧になって学習とワークをして頂きますので、 

パソコンのご用意は任意です。  

 皆さま、この機会に、ぜひご参加ください。  

 

【時 間】：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（２回の受講を原則としますが、どちらか１回でも受講可能です）  

【講 師】：大阪府よろず支援拠点コーディネーター 嶋 えりか 氏 

      大阪府よろず支援拠点コーディネーター 岩田 浩司 氏 

【問合先】：大阪府よろず支援拠点 

      TEL：06-6947-4375 Email：yorozu@mydome.jp  

 

 ※申込みは下記 URLより 

  https://www.mydome.jp/form/add/161 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  今回も最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。 

  年度末である３月になりました。毎年年度末は慌ただしくなりますが、万全 

  の準備を行い、新年度に臨みたいと思います。 

  暖かくなったと思えば寒くなったりする日々ですが、体調にお気をつけてお 

  過ごしください。 

  引き続き、メールマガジンのご愛読をお願いいたします。 

 



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

  

 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。 


