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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】令和元年度中に開設予定の「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz 

 （キシビズ）」におけるセンター長等選定の二次審査（最終審査）が終了しま 

  した。 

 

【2】岸和田市プレミアム付商品券を使えるお店（参加店舗）を募集します！ 

 

【3】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） 

 

【4】消費税軽減税率制度説明会 

  （国税庁） 

 

【5】自社自慢商材を提案する大チャンス！第 11回自社商品売り込み商談会 

   in 堺（堺商工会議所） 

 

【6】創業をお考えの方・創業して間もない方へ「第 13回創業グリップ Day!」を 

   開催します！（大阪信用保証協会） 

 

【7】仕事に役立つ講座ありまっせ！在職者の＜テクノ講座ニュース＞ 

  （大阪府） 

 

【8】国の外国人受入れに関する相談窓口が設置されました。 

  （経済産業省） 

 



■--  各 情 報  --■---------------------------------------------- 

【1】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 令和元年度中に開設予定の「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz（キシ 

 ビズ）」におけるセンター長等選定の二次審査（最終審査）が終了しました。 

                    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市では、「富士市産業支援センター f-Biz(エフビズ)」をモデルとした、 

「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz（キシビズ）」を令和元年度中に 

開設します。売上拡大など、様々な経営課題に対し無料相談を実施し、伴走支援 

を行っていきます。 

 先日、同センターにおけるセンター長及びプロジェクトマネージャー選定の二 

次審査（最終審査）が終了しました。全国各地から 154件もの応募があり、厳正な 

る審査を経て、優秀な人材を選定しました。 

今後、f-Bizなどでの実地研修を行い、Biz流支援を徹底的に学んでいただき、そ 

の支援を岸和田市においても実施し、地域活性化に取り組んでまいります。 

 今後も、「Kishi-Biz（キシビズ）」についての情報を随時発信してまいります 

ので、是非ご確認ください。 

 

▼富士市産業支援センター f-Biz(エフビズ)とは 

 「行列のできる経営相談所」との呼び声が高い「富士市産業支援センター f- 

Biz(エフビズ)」。2008年の開設後、約 10年間で３万件を超える相談件数と多数 

の実績を誇ります。 

 センター長・小出 宗昭氏を中心とした、マーケティング、デザイン、販路拡 

大、プロモーション、ブランディングなど、各分野の専門家チームがワンストッ 

プにて伴走支援を行い、コストをかけることなく企業の売上をＶ字回復させたと 

いう事例を多くあげています。この f-Bizをモデルに、愛知県岡崎市の「Oka-Biz 

(オカビズ)」や熊本県天草市の「Ama-Biz（アマビズ）」など、f-Biz をモデルと 

した「ご当地 Biz」が、自治体の主導により現在全国 21ヶ所に設立されており、 

小出氏から直接学ぶ実践型研修を通じて、その支援手法が広がっています。 

 

 

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

 

   岸和田市プレミアム付商品券の参加店舗を募集します！  

 



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 10月に予定されている消費税・地方消費税率の引き上げが、所得の少ない方や 

子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・ 

下支えすることを目的として、岸和田市内の店舗等で利用できるプレミアム付商 

品券の販売を予定しています。 

 

 商品券の発行総額は約 9億 6千万円の見込みです（販売状況により、約 12億ま

で 

増額する可能性があります。）。 

 

 販売に先立ち、商品券を利用できる店舗を募集します。募集内容の詳細は、岸 

和田市プレミアム付商品券専用ホームページを確認してください。 

 

 なお、7月末日までに登録申込みいただくと、商品券利用者に配布するリーフレ 

ットに店舗情報が掲載されますので、登録申込みはお早めにお願いします。8月以 

降に登録申込みいただいた場合は、それまでに登録した店舗とともに、岸和田市 

プレミアム付商品券専用ホームページで店舗情報を周知します。 

 

○   岸和田市プレミアム付商品券専用ホームページ 

   （ページの下部にある「参加店舗のお申し込みはこちら」をクリック！） 

   https://premium-gift.jp/kishiwada/ 

 

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

 

   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 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。 

https://premium-gift.jp/kishiwada/


 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］７月 17日（水） 

      ［時間］10：00～11：20、11：30～13：00、14：00～15：20 

          15：30～17：00 

【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 企業経営支援担当 

      Tel:072-423-9485（企業経営支援担当直通） 

 

【●○●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 

 

 

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

 

                消費税軽減税率制度説明会 

                  （国税庁） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 本年 10月から消費税・軽減税率制度が実施されるとともに、キャッシュレス・ 

消費者還元事業（ポイント還元事業）が開始されます。大阪府内においても各所 

で説明会が開催されていますのでご案内します。是非、ご参加ください。 

 



 ○    消費税軽減税率制度説明会（国税庁 HP） 

   

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/0

6.htm 

 

 ※大阪府内の開催は「大阪国税局」欄の「大阪府（PDF）」をクリックしてく 

  ださい。 

 

 

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

 

          自社自慢商材を提案する大チャンス! 

                 第 11回自社商品売込み商談会 in堺のご案内 

             http://www.sakaicci.or.jp/urikomi/index.html 

                （堺商工会議所） 

 

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

  出展企業 21社!事前審査なし!!さらに…参加費無料!!! 

皆様の商品を大手流通バイヤーに直接売込んでみませんか? 

 百貨店・スーパー、ホテル、ホームセンター、通販業者など、様々な業界のバ 

イヤー(仕入担当者)と一日で効果的・効率的に商談することができる人気企画で 

す。 

 こだわり商品の魅力を伝え、売上拡大を目指されたい方!各バイヤーが一同に 

集まるこの機会を有効にお使いくださいませ。 

 

日 時：令和元年 7月 11日(木) 13:00～16:00 

場 所：堺市産業振興センター イベントホール(堺市北区長曽根町 183-5) 

対 象：最終消費財を「製造・小売・卸」し、出展企業への商品納入や催事販売 

    を希望する企業 

参加費：無料  

申込み：タイトル欄記載の URLをご覧ください。 

主 催：堺商工会議所 

協 力：和泉・泉大津・泉佐野・貝塚・岸和田・高石・八尾商工会議所 

 

問合せ：堺商工会議所 地域振興課  

     TEL：072-258-5504 FAX：072-258-5580 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm
http://www.sakaicci.or.jp/urikomi/index.html


 

 

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

 

          創業をお考えの方・創業して間もない方へ 

         「第 13回創業グリップ Day!」を開催します! 

          URL：https://www.cgc-osaka.jp/event/89 

              （大阪信用保証協会） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 7月 12日(金)にクリエイション・コア東大阪南館 3階(クリエイターズプラザ)

に 

て『第 13回創業グリップ Day!』を開催します!  

 専門家や金融機関との個別相談、創業者向けセミナー、参加者交流会まで、創 

業に必要なステップが凝縮されたイベントです。 

「夢の創業を実現したい」、「創業に関するヒントをつかみたい」という方、す 

べてが無料の創業グリップ Day!に参加してみませんか。 

☆ご来場の方全員に、創業準備に役立つ「ガイドブック」「事例集」を差し上げ 

ます。 

※一時託児所も設置しております。（事前予約制） 

 

日時 令和元年 7月 12日(金) 13：00～17：00（12：30 受付開始） 

    ※入退場自由 

場所 クリエイション・コア東大阪 南館 3階(クリエイターズプラザ) 

       （東大阪市荒本北 1-4-1） 

   最寄駅：近鉄けいはんな線 荒本駅  

        Osaka Metro 中央線 長田駅 

費用 無料 

内容・申込み 上記 URLからご確認ください。 

問合せ 大阪信用保証協会 サポートオフィス 

     経営支援部 創業・保証相談課 TEL：06-6260-1730 

 

 

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

 

     仕事に役立つ講座ありまっせ！在職者の＜テクノ講座ニュース＞ 

https://www.cgc-osaka.jp/event/89


                （大阪府） 

           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府立高等職業技術専門校等では、働いている方を対象にリーズナブルな受 

講料で短期の講座（テクノ講座）を実施しています。多種多様な各コースは、ス 

キルアップに必要な知識や技能を習得していただける内容になっています。職場 

の新人研修や技術研修にも適しており、また、障がいのある方を対象とした講座 

も設けています。 

 

＜北大阪高等職業技術専門校＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-kiosaka/business/uketuke.html 

□ 随時３級対策講座（フライス盤作業 外国人技能実習生対象） 

     

＜東大阪高等職業技術専門校＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-hiosaka/top/tekunokouza.html 

□ 生産効率化入門 

 

＜南大阪高等職業技術専門校＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-miosaka/top-page/techno-27.html 

□ 電気保全入門 

 

＜夕陽丘高等職業技術専門校＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-yuhi/top-page/31-kamiki.html 

□ 基礎から学ぶ建築 CAD（Ｊ）  

 

＜大阪障害者職業能力開発校＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-shogaisha/hp/techno.html 

□ 日商簿記３級模擬問題演習 （手話通訳あり） 

     

○対象者  現在、職業に就いておられる方 

○申込方法 各コースの実施校あて、費用、内容等ご確認のうえ 

            お申込みください。 

○備考   その他、各種お問い合わせは、実施校にお願いします。  

 

  

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

http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-kiosaka/business/uketuke.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-hiosaka/top/tekunokouza.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-miosaka/top-page/techno-27.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-yuhi/top-page/31-kamiki.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/tc-shogaisha/hp/techno.html


 

       国の外国人材受入れに関する相談窓口が設置されました。 

                （経済産業省） 

     

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 改正入管法に基づく外国人材受入れの新制度を活用し、特定技能外国人の受入 

れを検討している皆様からの相談に応じるため、国による相談窓口が設置されま 

した。 

 

【対象】経済産業省所管の製造業 3分野 

    (1)素形材産業、 

    (2)産業機械製造業、 

    (3)電気・電子情報関連産業 

    において「1号特定技能外国人」の受入れを検討している中小企業 

     

【問合先】下記 URLからご確認ください 

       https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190617002/20190617002.html 

 

  

【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。 

  とうとう近畿地方も梅雨入り。梅雨が明けるまでは憂鬱ですね。岸和田市で 

  はそんな憂鬱を吹き飛ばすイベント「岸和田港まつり」を企画しています。 

  今年は花火だけでなく、大人から子供まで１日中楽しめる催しです。 

  開催日は７月 27 日(土)、場所は岸和田カンカンベイサイドモール周辺です。 

  各イベントの内容や開催時間は産業政策課 HPでご確認ください。 

  みなさんのご来場をお待ちしています。 

  また、今後も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 企業経営支援担当 

       Tel：072-423-9485（企業経営支援直通） 

       Email：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

  

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190617002/20190617002.html
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.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。 

 


