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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】「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz（キシビズ）」、令和元年度 
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【7】人材の採用・定着対策で「得する」企業「損する」企業 

     ～求人難を解決するための方法～（10/21） 

  （貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所・岸和田商工会議所） 
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【1】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

    「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz（キシビズ）」 

      令和元年度中の開設に向け、準備を進めています。 

                    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 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）」（経営相談所）を、 

令和元年度中に開設します。 

 「全ての中小企業に、それぞれのセールスポイントが必ずある」という考えの 

もと、徹底的に相談者の話をヒアリングした上で、相談者本人も気付いていない 

セールスポイントを見出し、それを活かした、具体的かつコストのかからない、 

売上拡大に直接つながるコンサルティングを行います。 

 先日、154名の応募者の中からセンター長及びプロジェクトマネージャーが決 

定し、今後、f-Bizなどでの実地研修を行います。開設に向け、プレオープンシ 

ンポジウムの開催など予定しておりますので、詳細が決定次第、当メールマガジ 

ンにおいても告知させていただきます。 

 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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

   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。 

 

【日 時】：［日程］9月 18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 

 

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



 

         岸和田市中小企業サポート融資（岸和田市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市は、市内で事業を営む方が、必要な運転資金・設備資金を円滑に調達 

できるよう、大阪信用保証協会の保証を付して融資をあっせんしています。約定 

どおり返済された方には、市から利子と保証料の一部を補給します。 

 

【令和元年 9月 2日から池田泉州銀行市内４支店（泉州営業部・久米田支店・春 

木支店・東岸和田支店）においても申込受付が可能となりました。】 

 

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

 

申込人の資格 

 ・大阪府内に居住し、原則として岸和田市内の同一場所で 1年以上引き続き事 

  業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を証することができる事業 

  者であること。 

 ・具体的な事業計画を有しており、金融機関等による融資後のサポートを受け 

  ることが可能な事業者であること。 

 ・常時使用する従業員の数が 20人以下［商業又はサービス業（宿泊業・娯楽業 

  を除く）を主たる事業とするものについては５人以下］の会社及び個人 

   ※その他申込要件がございます。必ず上記ＨＰより詳細をご確認ください。 

   ※保証協会が保証できない場合には、同制度をご利用できません。 

融資限度額 一事業者について 600万円まで 

      ※ただし、既存の信用保証協会の保証付融資との融資残高合計が 

       2,000万円を超える場合は利用できません。 

資金使途  運転資金、設備資金（転貸資金は除く） 

融資期間  4年以内（据置なし） 

貸付利率  年 1.2%（令和元年 9月 1日現在） 

       ※約定どおり返済された場合、融資実行 1年後より市から一部補 

        給があります。 

保証料率  年 0.5% ～ 2.2% 

       ※決算内容により保証協会にて審査後、料率が決定されます。 

       ※約定どおり完済された後、10万円を上限として市から補給があ 

        ります。 

返済方法  毎月元金均等分割返済 



取扱機関  池田泉州銀行 

      （泉州営業部・久米田支店・春木支店・東岸和田支店） 

連帯保証人 原則として不要 

       ※法人の場合は法人代表者・実質経営者に保証人になっていただ 

        きます。 

       ※営業許可名義人・同一事業に従事している配偶者・事業承継予 

        定者等は連帯保証人になっていただく場合があります。 

受付場所  池田泉州銀行 泉州営業部  TEL：072-433-4105 

      池田泉州銀行 久米田支店  TEL：072-445-7298 

      池田泉州銀行 春木支店   TEL：072-437-5846 

      池田泉州銀行 東岸和田支店 TEL：072-428-1351 

      岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当（市役所別館４階） 

       TEL：072-423-9485（商工振興担当直通） 

  

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

   

            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）   

           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 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。 

 

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  

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：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 

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

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

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 

問合先：岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023 

 

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

 

      外国人留学生の採用・人材確保に関するセミナー（10/1） 

     （岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 人手不足解消になるか？在留資格「特定技能」について検討しましょう。 

 人口減少による労働力低下、マーケット縮小について一緒に解決しましょう。 

 

日 時：令和元年 10月 1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）  

受講料：無料 

定 員：40名（先着順） 

講 師：学校法人エール学園 専門教育事業本部 キャリア支援室 

    室長 西村 康司 氏 

申 込：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 

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

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

共 催：岸和田商工会議所、貝塚商工会議所、泉佐野商工会議所  

問合先：岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023 

 

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

      

             経営革新セミナー（10/8） 

              (岸和田商工会議所） 

 



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

 岸和田商工会議所では、現状を打開したい、さらなる飛躍を図りたいと考える 

経営者や後継者の方へ、思い描く理想の会社に変えるための取り組み方法や考え 

方、社長として考えたい、目標のはっきりとした道筋の立て方等、これからの事 

業展開の方向と新事業立ち上げの方法を考えて頂くための経営革新セミナーを開 

催致します。 

 経営計画を立てることで浮かび上がる現状を深く理解し、より具体的に事業目 

標や課題解決への道筋を立て、経営革新につながる第一歩にしましょう。 

 後継者を含む経営に携わる全ての方の受講をお待ちしております。 

 

日 時：令和元年 10月 1日(火） 午後 7時～午後 9時 

場 所：岸和田商工会議所 2階 研修室（岸和田市別所町 3-13-26） 

受講料：無 料 

定 員：30名（先着順） 

内 容：【1】中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画承認制度について 

       1.経営革新計画とは 

       2.審査（承認）のポイントとは 

       3．経営革新計画承認後の支援策 

       4.経営革新計画の真のメリット 

         講師：大阪府 商工労働部 中小企業支援室 経営支援課 

            経営革新グループ 担当者 

     【2】企業ケースをみて、考えて、新たなビジネスの種を育てる方向を 

       考えていきます。 

           企業経営のケースから「経営革新の種」を探してください。 

          講師：大阪府 商工労働部 商工労働総務課 

             大阪産業経済リサーチセンター＆デザインセンター 

             主任研究員・中小企業診断士（工業） 松下 隆 氏 

申 込：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。 

主 催：岸和田商工会議所 

問合先：岸和田商工会議所（担当：高野） TEL:072-439-5023  

  

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

   

         人材の採用・定着対策で「得する」企業「損する」企業 



         ～求人難を解決するための方法～（10/21） 

      （貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所・岸和田商工会議所）   

           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  「求人募集をしても応募がない」「採用したがすぐに辞めてしまう」という 

事はございませんか。今後は、そのような人材を集め、定着させていくのかが、 

企業にとって重要になります。 

 今回のセミナーでは、人材採用・定着のプロフェッショナルの方から、求人難 

を解決するための方法を学んでいきます。人材採用・定着について悩んでいる経 

営者・採用担当者の方は、この機会にぜひご参加ください。 

 

日 時：令和元年 10月 21日（月）14：00～16：00 

場 所：泉佐野商工会議所（泉佐野市市場西 3-2-34） 

定 員：40名（先着順） 

内 容：・成功企業の事例発表 

    ・企業と労働者の相違について 

    ・人材採用・定着についての現状の把握 

    ・人材採用・定着に向けた取り組み 

    ・質疑応答 

講 師：佐々木 純一 氏（一般財団法人大阪労働協会 人材開発部 部長） 

申 込：TELにてお申込みください。 

    岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023 

締 切：令和元年 10月 14日（月） 

問合先：岸和田商工会議所 TEL:072-439-5023 

 

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

   

            海外展開支援情報（近畿経済産業局）   

           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 近畿経済産業局では、海外展開支援ページにて必要な情報を配信しております。 

ご参考にされる方は下記をご覧ください。 

 

 【主な施策-国際・貿易】 

  https://www.kansai.meti.go.jp/2kokuji/glocal_PT/event/event_top.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。 

  岸和田だんじり祭が近づいて参りました。岸和田の浜手では献灯提灯が並び、 

  夕方になるとあちこちでだんじりの鳴り物が響いてきます。今年の本祭礼 

  （岸和田地区、春木地区）は９月 14日、15日になります。山手地区は 10月 12 

  日、13日に本祭礼が行われるので、10月の中旬まで祭の雰囲気を楽しむこと 

  ができます。 

  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。 


