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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 

   中の開設に向け、準備を進めています。 

 

【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） 

 

【3】集客力倍増の YouTube活用セミナー（岸和田商工会議所） 

 

【4】インターネットビジネス事業者が知っておくべき知的財産 

  （岸和田商工会議所） 

 

【5】IOT活用入門セミナー（岸和田商工会議所） 

 

【6】第９回和泉ビジネス交流会（11/22）を開催いたします！ 

  （和泉商工会議所） 

 

【7】「スタートアップ企業 知らなかったではすまされない労働法の基礎知識 

   と従業員の待遇改善をして受け取れる助成金セミナー」開催のご案内 

  （株式会社さかい新事業創造センター、関西圏国家戦略特区雇用労働相談 

   センター（事務局）） 

 

【8】2019年度「関西みらい共同研究助成金」のご案内（関西みらい銀行） 

 

■--  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２年２月 18日の開設に向け、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）」は、令和２年２月18日（火）、岸和田カンカンベ 

イサイドモールWEST棟２階にオープンします。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］11月 20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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 



           集客力倍増の YouTube活用セミナー 

    ～ 初心者でもすぐに動画作成・アップできる方法教えます ～ 

             （岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 動画広告の市場規模は急速に拡大しています。映像・動画は文字情報の 5,000 

倍の情報発信力があるといわれており、顧客への訴求力は抜群です。 

また、Googleの検索エンジンは、ＨＰ上の文字コンテンツよりも、YouTube 上の 

動画コンテンツを SEO効果的に 50倍以上も優遇しているとの統計も出ています。 

 今回のセミナーでは、限られた予算の中で YouTubeなどの動画を活用すること 

で効率よくネットで集客し、販路拡大につなげる方法について、具体的事例を交 

えてわかりやすく解説します。この機会にぜひご参加ください。 

 

○日 時: 令和元年 12月９日(月) 14:00～16:00  

○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）  

○講 師: 株式会社ファイブスター 代表取締役 金山 義則 氏  

○受講料: 無料  

○定 員: 40名(先着順)  

○内 容: ○ YouTubeによる集客とは？ 

      ○ 小さな会社にとって YouTubeが効果的な理由 

       〇 動画撮影の「コツ」と「ツボ」 

      ○ アメリカで大人気のホワイトボードアニメーションとは？ 

       〇 自社の魅力を再発見する方法 

○申込方法: 申込書に必要事項をご記入の上、FAX・TELにてお申込み下さい。 

 申 込 書: http://www.kishiwada-ci.or.jp/navigation1/event/2019/1209.pdf 

 FAX 072-436-3030 TEL 072-439-5023 

  Eメール koshukai@kishiwada-cci.or.jp   

 

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

 

     インターネットビジネス事業者が知っておくべき知的財産 

          ～ 権利侵害の予防・対応から積極的活用まで ～ 

              （岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 昨今はアマゾンや楽天などインターネット上において、モノやサービスを販売 

http://www.kishiwada-ci.or.jp/navigation1/event/2019/1209.pdf
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp


する事業者が増えていますが、インターネットビジネスにおいて、「知的財産」 

に関する相談が増えています。多くは、海外製の商品の販売に対して警告を受け 

たというもの。このような警告に対する予防や対応方法について説明いたします。 

 また、侵害の予防・対応だけでなく、売上を伸ばすために知的財産を積極的に 

活用する方法も説明いたします。この機会に是非ご参加ください。  

 

○日 時: 令和元年 11月 26日(火) 14:00～16:00  

○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）  

○講 師: 弁理士 大池 聞平 氏(OEK特許事務所)  

○受講料: 無料  

○定 員: 40名(先着順)  

○内 容: ○ 知的財産の基礎知識 

     ○ インターネットビジネス特有の知的財産の問題 

     ○ 知的財産権の侵害を予防するための取り組み／ 

       警告を受けた時の対応方法 

          ○ 知的財産を活用した、売上向上のための取り組み 

○申込み: 申込書に必要事項をご記入の上、FAX・TELにてお申込み下さい。 

  申込書: http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event/2019/1126.pdf 

 FAX 072-436-3030 TEL 072-439-5023 

 Eメール koshukai@kishiwada-cci.or.jp 

 

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

 

                           IOT活用入門セミナー 

                 ～ ２時間でわかる！ 中小企業のための ～ 

               （岸和田商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 自動車・家電・スマートフォンなどがインターネットでつながった、モノのイ 

ンターネット（Internet of Things、略して IOT）の活用が進んできています。 

 各機器がつながることや、生成するデータを企業が蓄え分析することで、社内 

業務の生産性向上による人手不足解消や、自社の売上の拡大など、新たな付加価 

値を創造する機会が生まれます。 

 本セミナーでは、IOTの基礎から実際の利活用までを、事例を踏まえて学んでい 

ただきます。IOTの導入・活用への第一歩として是非ご活用ください。  

 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event/2019/1126.pdf
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp


○日 時: 令和元年 11月 21日(木) 14:00～16:00  

○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）  

○講 師: 中小企業診断士・経営管理修士(MBA)奥澤 崇 氏  

○受講料: 無料  

○定 員: 40名(先着順)  

○内 容: ○ IOTとは(IOTが生まれた経緯・IOTの今) 

     ○ 生産性向上のための IOT活用事例 

      （人手不足をサポートする IOT） 

     ○ 自社の市場を広げる売上拡大のための IOT活用事例 

      （IOTを活用した新たな市場）  

○申込み: 申込書に必要事項をご記入の上、FAX・TELにてお申込み下さい。 

  申込書: http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event/2019/1121.pdf 

 FAX 072-436-3030 TEL 072-439-5023 

 Eメール koshukai@kishiwada-cci.or.jp  

 

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

 

               第９回和泉ビジネス交流会(11/22)を開催致します！ 

                 ((地独)大阪産業技術研究所、和泉商工会議所) 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

詳細は下記 URLをご覧ください。 

https://orist.jp/izumi/events/seminar/2019/11/191122_business_koryu.html 

 

◇日時：令和元年 11月 22日(金) 9:30～17:15 

◇場所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター (和泉市あゆみ野 2-7-1) 

◇費用：無料 

◇申込及び問合： 

【第 1部】ORIST技術講習会（午前／テーマにより時間が異なります） 

 ・鉄鋼の成分分析 ～事例と測定データの活用～ 

 ・品質管理のための異物分析 ～分析機器の基礎と実演～ 

 ・高速シリコンディープエッチング装置 

 ・大面積元素分析装置付電界放出型走査型電子顕微鏡（FE-SEM) 

 ・消臭・脱臭・芳香性能試験 

 申込：メール(fukyu@tri-osaka.jp)または FAX(0725-51-2520)でお願いします。 

 問合：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター TEL:0725-51-2518  

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event/2019/1121.pdf
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp
https://orist.jp/izumi/events/seminar/2019/11/191122_business_koryu.html
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=fukyu%40tri-osaka.jp


 

【第 2部】特別講演会（13:00～14:50） 評論家 宮崎 哲弥 氏（先着 200名）  

【第 3部】展示会・交流会（15:00～17:15）  

 申込：メール(info@izumicci.jp)、または FAX(0725-53-5959)でお願いします。 

 問合：和泉商工会議所 TEL:0725-53-0320 

 

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

 

  「スタートアップ企業 知らなかったではすまされない労働法の基礎知識と 

     従業員の待遇改善をして受け取れる助成金セミナー」  開催のご案内 

                 ((地独)大阪産業技術研究所、和泉商工会議所) 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

詳細は下記 URLをご覧ください。 

 URL：http://www.s-cube.biz/content/763_content.html 

  

  労働法の基礎知識を習得と従業員待遇改善で受け取れる助成金を、関西圏雇用 

労働相談センターの専門家をお迎えし解説していただきます。 

 セミナー後にグループコンサルティングを実施しますので、是非、この機会に 

ご参加ください。  

 

■日 時 令和元年 11月 14日(木) 13：30～16：00 

■場 所 さかい新事業創造センター[S-Cube]（堺市北区長曽根町 130-42） 

     最寄駅：OsakaMetro御堂筋線 なかもず駅、南海高野線 中百舌鳥駅 

■内 容 13：30～13：40 関西圏雇用労働相談センターの概要説明 

     13：40～14：40 講演 豊岡 正照氏(関西圏雇用労働相談センター相談              

員、特定社会保険労務士)  

     14：40～16：00 グループコンサルティング(参加者数名と弁護士 

又は社労士が１名のグループでテーマについて話し 

ます) 

■費 用 無料 

■定 員 30名(先着申込順)         

■申込み 上記 URLをご確認ください。 

     締切日：令和元年 11月 14日(木) 

■共 催 関西圏国家戦略特区 雇用労働相談センター 

■問合せ 関西圏国家戦略特区 雇用労働相談センター(事務局)  

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=info%40izumicci.jp
http://www.s-cube.biz/content/763_content.html


     TEL: 06-6136-3194 FAX: 06-6371-3195 

     E-mail: info@kecc.jp 

           

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

 

  2019年度「関西みらい共同研究助成金」のご案内（関西みらい銀行） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

2019年度「関西みらい共同研究助成金」のご案内 

URL:https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/eigyo/sangaku/pdf/20191213_j

oseikin.pdf 

 

 関西みらいフィナンシャルグループの関西みらい銀行は、産学連携によって中

小企業の技術開発を支援する「関西みらい共同研究助成金」の共同研究プランを

募集いたします。 

 本助成金は、2013年度よりスタートした取り組みで、中小企業と教育研究機関

との共同研究をマッチングし技術開発等を支援するものです。採択された共同研

究に対し 1事業あたり 200万円を助成し、地域経済の活性化に資する事業をサポ

ートいたします。 

 

■助成金 １事業あたり 200万円 最大総額 2,000万円 

■募集対象企業 

  近畿２府４県に本社を置き、大阪工業大学、大阪市立大学、大阪府立大学 

  近畿大学、滋賀大学、滋賀医科大学、滋賀県立大学、同志社大学、長浜バ 

  イオ大学、奈良工業高等専門学校、立命館大学、龍谷大学との共同研究を 

  希望する中小企業 

  ※過去に本事業の採択実績のある企業は対象外となります。 

■募集締切 令和元年 12月 13日(金) 

■採択事業決定 令和２年２月頃(予定) 

■助成金贈呈式 令和２年３月 12日(木)(予定) 

■申込み 下記お問い合わせ先までご連絡ください。  

■問合せ 関西みらい銀行 地域戦略部 担当：青山、寺川 

     TEL：06-6281-7710 FAX：06-6281-2146 

     E-mail：sangaku.info@kansaimiraibank.co.jp 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=info%40kecc.jp
https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/eigyo/sangaku/pdf/20191213_joseikin.pdf
https://www.kansaimiraibank.co.jp/hojin/eigyo/sangaku/pdf/20191213_joseikin.pdf
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangaku.info%40kansaimiraibank.co.jp


 

  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。 

  今年もあと２か月となりました。朝晩は上着なしでは肌寒くなり、お酒を召 

  し上がる方には熱燗が恋しい時期になってきましたね。 

   熱燗といえば、北欧はスウェーデンでも「グレッグ」というホットワインを 

  飲みます(ドイツの「グリューワイン」といえばなじみがあるでしょうか)。 

  この「グレッグ」、シナモンやジンジャーなど香辛料をきかせ、アーモンド 

  やレーズン、砂糖を入れるため少々クセがありますが、体を温めるにはもっ 

  てこいの飲み物です。 

  日本でも味付け済みのものが手に入ります。ワインなのでアルコール度数が 

  少し高めのため、飲みすぎには気を付けつつ、ぜひ一度、お試しください。 

 

  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

