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

        ≪第 33号≫ ２０１９年８月１日 配信 
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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が決定しました。 

 

【2】岸和田市プレミアム付商品券を使えるお店（参加店舗）を募集しています！ 

 

【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・キャッシュレス関連説明会（8/28） 

    （岸和田商工会議所） 

 

【5】ＢＣＰ普及啓発セミナー（9/6） 

  （岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

 

【6】事業者向け働き方改革セミナー（9/26） 

  （公益社団法人岸和田納税協会・貝塚商工会議所・岸和田商工会議所） 

 

 

■--  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が決定しました。 

                    



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 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。売上拡大への支援を中心に、様々な経営課題に対し無料相談を実

施し、伴走支援を行ってまいります。 

 先日、全国各地 154名の応募者の中から、厳正なる審査を経て、センター長及 

びプロジェクトマネージャーが決定しました。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ています！  

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 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、7月 1日から商品券を利用できる店舗を募集しています。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。 

 

 登録申込みいただければ、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。 

 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。 

 

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


【日 時】：［日程］８月 21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・キャッシュレス関連説明会（8/28） 

         （岸和田商工会議所） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

2019年度消費税軽減税率対策窓口相談等事業【受講無料】  

 

 令和元年 10月 1日から消費税及び地方消費税の税率が 8％から 10％に引き上げ

られると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。軽減税率制度の実施後

は、これまでの記載事項に税率ごとの区分した請求書等や区分経理に対応した帳

簿の保存が必要となります。 

 また今話題のＱＲコードを活用したスマホ決済サービスやネット決済サービス 

等を下記の各金融機関からご紹介します。この機会に是非ご参加ください。 

 

〇日 時: 令和元年 8月 28日(水) 午後 2時～4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）  

〇受講料：無 料 



〇内 容：14:00～15:00 消費税軽減税率制度について 

      （説明者：岸和田税務署） 

      15:00～15:20 ＥＣマルチ決済サービス りそな PayResort(りそな 

                        ペイリゾート) 

           （説明者：りそな決済サービス㈱、㈱関西みらい銀行岸和田支店） 

          15:20～15:40 カード決済サービス Square（スクエア） 

           （説明者：㈱三井住友銀行岸和田支店） 

          15:40～16:00 スマホ決済サービス J-CoinPay 

           （説明者：㈱池田泉州銀行） 

○定 員: 40名（先着順受付） 

      ※定員超過等によりお断りする場合以外、受け付けた旨の連絡は致 

            しませんので、当日そのまま会場へお越しください。  

○申込方法:下記のいずれかの方法でお申し込みください。 

      (1)下記 URLから申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、 

              FAXまたはメールにてお申込ください。                

        メール：koshukai@kishiwada-cci.or.jp FAX:072-436-3030      

         (2)TELにてお申込みください。 TEL:072-439-5023 

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

○共 催: 岸和田商工会議所、岸和田市、岸和田税務署  

○協 力: ㈱関西みらい銀行岸和田支店、㈱三井住友銀行岸和田支店、 

     ㈱池田泉州銀行  

〇問合先：岸和田商工会議所 中小企業相談所（担当：市田） 

     TEL:072-439-5023 

 

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

 

           ＢＣＰ普及啓発セミナー（9/6） 

    (岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

 

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

 昨年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、事業継続計 

画（ＢＣＰ）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。 

 当地域内においても、今後南海トラフ大地震などの大規模災害の発生が懸念さ 

れています。 

 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 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp
http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html


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あります。 

 そこで今回のセミナーではこれからＢＣＰを策定しようとする企業やＢＣＰを 

策定していないあるいはＢＣＰを策定したものの不安を感じている企業を対象に 

講義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。 

 この機会に各種地震対策の検討・見直しにご活用いただけますので、是非ご参 

加ください。 

 

日 時：令和元年 9月 6日(金） 午後 2時～午後 4時 

場 所：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：18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 

内 容：【1】参加各企業周辺で想定される地震や風水害の被害について 

     【2】参加各企業が用意すべき防災対策、ＢＣＰ策定について 

        【3】大阪府が推奨するＢＣＰの施策等の紹介 

申 込：8月 20日(火)迄に、下記のいずれかの方法でお申込みください。 

     (1)下記 URL から受講申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上 FAX 

           にてお申込みください。 

       FAX:072-436-3030 

        (2)TELにてお申込みください。 TEL:072-439-5023 

     ※定員超過等によりお断りする場合以外、受け付けた旨の連絡は致し 

          ませんので、当日そのまま会場へお越しください。 

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

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  三井住友海上火災保険株式会社 

問合先：岸和田商工会議所（担当：酒井） 

    TEL:072-439-5023  

  

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

   

         事業者向け働き方改革セミナー（9/26） 

  （公益社団法人岸和田納税協会・貝塚商工会議所・岸和田商工会議所）   

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


           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

公益社団法人岸和田納税協会・貝塚商工会議所・岸和田商工会議所  

                          共催事業【受講無料】  

 

すでに始まっています「働き方改革」。 

 岸和田納税協会、貝塚商工会議所、岸和田商工会議所の共催により、無料でセ 

ミナーを開催いたします。 

「有給休暇の取得の進め方は？」「残業を減らしたけど…」「不合理な待遇差っ 

て、どういうもの？」「人手不足を解消できたら…」などいろいろな疑問に社会 

保険労務士を講師に招き、講演いただきます。 

この機会に、是非お聞きください。 

 

○日 時: 令和元年 9月 26日(木) 15：00～16：30（受付・会場 14：30～）  

○会 場: 岸和田市立産業会館 3階 大会議室 （岸和田市別所町 3-13-26）  

○講 師: 大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター 社会保険労務士  

〇内 容：・年５日の有給休暇の取得が義務化されました。（2019年 4月～） 

     ・残業時間の上限制限が設けられます。（2020年 4月～） 

     ・非正規労働者への不合理な待遇差は禁止されます。 

                                              （2021年 4月～）  

○定 員: 先着 80名 

     （◎定員超過等によりお断りする場合以外、受け付けた旨の連絡は致 

       しませんので、当日そのまま会場へお越しください。）   

○申込方法: 下記のいずれかの方法でお申し込みください。 

       (1)下記 URLより申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、 

        FAXまたはメールにてお申込ください。 

        メール: koshukai@kishiwada-cci.or.jp FAX:072-436-3030  

         (2)TELにてお申込みください。 TEL:072-439-5023 

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

○共 催: 公益社団法人岸和田納税協会、貝塚商工会議所、岸和田商工会議所  

○協 力: 大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター  

〇問合先：岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023  

 

  

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp
http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event.html


  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。 

  梅雨が明けた途端に連日の猛暑日…。 

  屋外での水分・塩分補給はもちろんのこと、つい忘れがちですが室内でも 

  こまめに水分補給をし、体調には十分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 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 

  

  ※ 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

