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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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【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。 
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【6】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） 

 

【7】これから始めるインターネットを活用した海外販路開拓セミナー（10/23） 

  （堺商工会議所）  

 

 



【8】現役大学生の「生」の声が聞ける! 

   企業×学生交流会 in 桃山学院大学のご案内（10/28） 

  （堺商工会議所） 

 

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

【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、 

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。 

 「Kishi-Biz（キシビズ）」のオープン日が、令和元年２月 18日（火）に決定し 

ました。オープンに向け、令和２年１月 14日（火）に、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］10月 16 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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

     「ニュービジネス助成金」「イノベーション研究開発助成金」募集開始 

              （池田泉州銀行）   

           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

◆ニュービジネス助成金 

 新規性・独創性のあるビジネスプランを有し、自らまたは他の企業と連携して 

 イノベーション創出を目指す企業、または起業家等の個人を応援することを目 

 的とします。 

 応募資格：次の全てを満たす個人・企業（大企業を除く） 

      ①大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・奈良県・滋賀県に主たる 

       事業所を置いている、もしくは関西経済圏への進出を計画して 

       いること 

      ②事業化を目指すこと  

 助成金：＜大賞＞300 万円（1プラン） 

     ＜優秀賞＞100万円（部門毎、複数プラン） 

◆イノベーション研究開発助成金 

 優れた技術シーズや開発構想を商品化・事業化することを目指す企業、研究者 

 等の個人を応援することを目的とします。  

 応募資格：次の全てを満たす個人・企業（大企業を除く） 

      ①大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・奈良県・滋賀県に主たる 

       事業所を置くこと 

      ②自ら、もしくは大学・研究機関等と連携して、優れた技術シー 

       ズや開発構想の事業化を目指すこと 

 助成金：＜大賞＞300 万円（1プラン） 

     ＜優秀賞＞200万円（部門毎、複数プラン） 

 

募集期間(共通)：2019年 9月 2日（月）～11月 5日（火）※当日消印有効 

募集部門(共通)：ものづくり／ヘルスケア／ＩＣＴ／環境・エネルギー／観光・ 

        サービス 

        応募資格など、詳細は下記 URLからご確認ください。 

        https://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/ 

お問い合わせ先：株式会社池田泉州銀行 リレーション推進部 

https://www.sihd-bk.jp/houjin/chiikiokoshi/


        TEL 06-6375-3637（受付時間／平日 9:00～17:00） 

 

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

 

          ＜補助金＞出展支援事業の募集 

       ～出展に対する経費補助(最高 25万円)を行います～ 

               （大阪府） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、国内で開催する大規模な展示商談会を活用し、販路開拓をめざす 

大阪のものづくり中小企業に対して、販路開拓に必要な技術や知識等を習得する 

講習会と、出展に対する経費補助(最高 25万円)を行います。 

 下記展示商談会にご出展予定もしくはご興味のある企業の皆さま、是非ご応募 

下さい！ 

 

【対 象】大阪府内に本社を有する中小企業者であり、 

     業種が製造業又はソフトウェア業であること 

【内 容】(1) 出展講習会の実施 

     (2) 出展に係る経費（小間料金、装飾経費）の 2分の 1を補助 

       （上限 25万円） 

     (3) 専門のコーディネータによる個別課題解決アドバイス 

【対象展示会】＜第(3)期＞ 

          ・第 24回機械要素技術展及び同時開催展 [幕張メッセ] 

        ・第 10 回ヘルスケア機器・医療機器開発展[大阪]及び同時開催

展 

【応募期間】＜第(3)期＞11 月 15日(金) 必着 

【問合先】 大阪府 商工労働部 中小企業支援室 ものづくり支援課 

      販路開拓支援グループ（出展支援事業） 

       TEL：06-6748-1066    

      E-mail：hanrokaitaku@gbox.pref.osaka.lg.jp 

 

詳しくは、大阪府のホームページをご覧ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/shuttenshien/index.html 

  

 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=hanrokaitaku%40gbox.pref.osaka.lg.jp
http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/shuttenshien/index.html


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

 

       研究開発助成金公募のご案内（三菱 UFJ技術育成財団） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 今年度第 2回目となる助成金の公募を、9月 20日より 10月 20日まで実施します 

(最大 300万円、交付決定時前払い)。新規性・独創性に富むプロジェクトのご応募 

をお待ちしております。 

 

[研究開発助成金] 

公募期間：令和元年 9月 20日(金)～10月 20日(日) 

応募資格・プロジェクト：   

  ・新技術・新製品等を自ら開発し、事業化しようとする具体的な 

   計画を持つ、設立または創業後もしくは新規事業進出後 5年以内の 

   中小企業または個人事業者。 

  ・現在の技術から見て新規性のある研究開発プロジェクトで、 

   原則として 2年以内に事業化の可能性があること。 

助成金額：1プロジェクトにつき 300万円以内で研究開発対象費用の 1/2 以下 

選考方法：学識経験者等で構成する当財団の審査委員会にて厳正公平なる選考 

主 催：(公財)三菱 UFJ技術育成財団 

問合せ：(公財)三菱 UFJ技術育成財団 担当：萩 

    TEL：03-5730-0338 

        http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html 

 

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

   

        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 

http://www.mutech.or.jp/subsidy/index.html


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 

      

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

   

    これから始めるインターネットを活用した海外販路開拓セミナー（10/23） 

             （堺商工会議所）  

           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 企業における海外展開が進む一方で、中小企業が BtoB向けの越境 EC 取引におけ 

る細かなノウハウはまだ一般的でないことから、アリババ(株)が運営している 200 

の国・エリア、1億を超えるバイヤーが集うオンライン国際展示会を活用しての海 

外の取引先を見つける方法や、サイト内で成果を出すためのポイントを、実際の 

成功企業の事例等もご紹介するセミナーを開催いたします。経営者もしくは海外 

事業責任者の方におすすめのセミナーです。 

 また、セミナー終了後には、希望者を対象に個別相談会を実施いたしま 

すので、是非ご参加ください。 

 

日 時：令和元年 10月 23 日(水) 14:00～16:00 〔個別相談会:～17:00〕 

場 所：堺商工会議所 2階 大会議室(堺市北区長曽根町 130番地 23)   

アジェンダ：〇〔講演〕14:00～15:30 

        テーマ「なぜあの企業が海外で成功しているのか」 

          講師：江原 謙 氏 



        (アリババ(株)グローバル B2B 事業部マネージャー) 

      〇〔施策紹介〕15:30～16:00 

        大阪府商工労働部 国際ビジネス・企業誘致課、 

        (公財)大阪産業局の担当者 

      〇〔個別相談会〕16:00～17:00 

       ※希望者のみ(公財)大阪産業局コーディネーターが対応 

受講料：無料 

定 員：30 名(先着申込順) 

申込み：タイトル欄記載の URL をご覧ください。 

問合せ：堺商工会議所 広報・サービス課 担当：脇田・藤澤 

    TEL：072-258-5502 

        http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20191023.pdf 

 

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

 

               現役大学生の「生」の声が聞ける! 

       企業×学生交流会 in桃山学院大学のご案内（10/28） 

              （堺商工会議所） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「今時の若い者人の考え方がわからない・・・」と思っている人事担当者様、オ 

ススメです。グループディスカッションを通じて学生の「生」の声を聞き、「学 

生の考え」を知りませんか?? 

 これからの採用や若手社員の育成についてのヒントが得られる交流会となりま 

すので、みなさまのご参加お待ちしております。 

 

日 時：令和元年 10月 28 日(月) 15:00～17:00 

場 所：桃山学院大学 聖ヨハネ館 2階 聖ヨハネホール 

    (和泉市まなび野 1-1 桃山学院大学内) 

対 象：会社経営者または人事担当者 

参加費：堺・高石商工会議所会員(無料) 一般(5,500円税込) 

定 員：30 名(1社 1 名まで) 

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 

共 催：高石商工会議所 

協 力：桃山学院大学 経済学部(山内ゼミ)、経営学部(齋藤ゼミ・藤田ゼミ) 

http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20191023.pdf


問合せ：堺商工会議所 地域振興課  

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

    ※桃山学院大学〔キャリアセンター)へのお問合わせはご遠慮願います。 

          http://www.sakaicci.or.jp/seminar/20191028.pdf 

  

【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。 

  10月に入り、気候もすっかり秋らしくなってきました。 

  読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋など、秋には色々な楽しみ方 

  があります。 

  調べてみると、気候が良く、何をするにも良い季節のため、たくさんの 

  「○○の秋」ができたみたいです。 

  この機会に、何か新しいことにチャレンジしてみるのも楽しいかもしれませ 

  んね。 

   

  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://www.sakaicci.or.jp/seminar/20191028.pdf
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

