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

        ≪第 37号≫ ２０１９年１２月２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】「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz（キシビズ）」プレオープニ 

   ングシンポジウム（1/14）（岸和田ビジネスサポート協議会） 

 

【2】「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。 

 

【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】集客力倍増の YouTube活用セミナー（12/9） 

   ～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） 

 

【5】まったなし！事業承継！「事業承継セミナー」（12/19） 

  （岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

 

【6】儲けるコツが満載！「事業計画作成セミナー」（1/20） 

  （岸和田商工会議所） 

 

【7】小規模事業者持続化補助金の申請書作成にも役立つ 

   ～個別事業計画作成相談会～ 

   （岸和田商工会議所） 

 

【8】セミナー「商店街と地域の活性化」（12/12） 



  （岸和田商店経営研究会） 

 

【9】町家・古民家・空き家利活用セミナー（12/22） 

   ～町家がむすぶ人・暮らし・住まい・仕事～（岸和田市） 

 

【10】ビジネスマッチングをサポートします。 

    Business Cupid（ビジネスキューピッド） 

   （大樹生命保険株式会社） 

 

 

■--  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）」 

          プレオープニングシンポジウム（1/14） 

           （岸和田ビジネスサポート協議会） 

                    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 経営者、起業家、創業を考えている方など必聴！！ 

 「行列のできる経営相談所」として全国的に注目を集め、「NHKクローズアッ 

プ現代」など多くのメディアにも登場している、「富士市産業支援センター 

f-Biz（エフビズ）」。f-Bizの特徴は、中小企業の強みを見つけ出し、「売上ア 

ップ」につながる具体的なアイデアを提案し、結果にこだわっているところにあ 

ります。 

 このｆ-Biz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）が、令和２年２月 18日にオープンします。 

 そして、Kishi-Bizのオープンに先立ち、プレオープニングシンポジウムを、 

下記のとおり開催します。 

【日 時】令和 2年 1月 14日火曜日 14時から 16時まで 

【場 所】南海浪切ホール 4階 特別会議室  

【登壇者】富士市産業支援センター f-Biz センター長 小出 宗昭 氏 

     岡崎ビジネスサポートセンター OKa-Biz センター長 秋元 祥治 氏  

     岸和田ビジネスサポートセンター Kishi-Biz 

                        センター長 藤原 豊和 氏 

     岸和田ビジネスサポートセンター Kishi-Biz 

                  プロジェクトマネージャー 髙橋 誠 氏 



     岸和田市長 永野 耕平 

【内 容】①トークセッション 『f-Biz流！あなたの“強み”を“儲け”に』 

     ②岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz 

      センター長及びプロジェクトマネージャー紹介 

     ③パネルディスカッション 『Biz 流「地方創生」 Kishi-Biz の役割』 

【対象者】岸和田市内・泉州地域の中小企業・小規模事業者、各支援機関の方など 

【参加費】無料 

【定 員】先着 150名 

【主 催】岸和田ビジネスサポート協議会 

     （岸和田市、岸和田商工会議所、日本政策金融公庫 泉佐野支店、 

      池田泉州銀行、関西みらい銀行、株式会社だいしん総合研究所） 

【申 込】下記(1)または(2)の要領でお申し込みください。 

     (1)下記 URLよりチラシをダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、 

     FAX（072-423－6925） 

もしくはメール（sangyo@city.kishiwada.osaka.jp）で申込 

   http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/kishi-biz-simpo.html 

     (2)電話(072-423-9485)で申込 

【問 合】岸和田ビジネスサポート協議会（岸和田市役所産業政策課内） 

     TEL：072-423-9485 FAX：072-423-6925 

     メール：sangyo@city.kishiwada.osaka.jp 

 

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

 

     「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提案を行います。 

 「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。 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp
http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/kishi-biz-simpo.html
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp


 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。 

 

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

 

         【※今回をもちまして終了いたします。】 

   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） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【※今回をもちまして終了いたします。】 

 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。 

 

※タブレット端末でのテレビ相談は、引き続きご利用いただけます。 

【●○●タブレット端末でのテレビ相談もできます！●○●】 

 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 

 

【日 時】：［日程］12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） 

 

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

 

         集客力倍増の YouTube活用セミナー（12/9） 

    ～ 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-cci.or.jp/navigation1/event/2019/1209.pdf 

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

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

〇問合先：岸和田商工会議所 TEL：072-439-5023   

 

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

       

      まったなし！事業承継！「事業承継セミナー」（12/19） 

     （岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

受講無料 

 

 中小企業経営者の中心年齢は 66歳を超え、ますます高齢化が進んでおり、中小 

企業の事業承継はまさに「まったなし！」の状況です。ただ、事業承継の重要性 

は理解していても、何からどう手をつければいいか分からない中小企業経営者が 

多いのも事実です。このセミナーでは、事業承継に向けての取り組み方を、経営 

全般の視点から多面的に分かりやすくお伝えいたします。 

 

 

○相談日時: 令和元年 12月 19日（木） 14：00～16：15  

○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: 税理士・中小企業診断士 石橋 研一 氏  

○内 容:【14：00～16：00】 

      ・事業承継の現状 

      ・誰に？いつ？何を？どのように？継がせるか 

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


      ・事業用資産の具体的な承継方法 

       ・後継者の育成方法 

     【16：00～16：15】 

       ・大阪府による事業承継支援の紹介 

○定 員: 30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 URLから申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、FAX 

      ・メール・TELにてお申込下さい。 

      メールでのお申込は、申込書の必要事項をご記入の上、お申込下 

      さい。 

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

       TEL：072-439-5023  

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

○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  

○協 力: 大阪府事業承継ネットワーク、公益財団法人大阪産業局 

〇問合先：岸和田商工会議所 TEL：072-439-5023  

 

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

   

       儲けるコツが満載！「事業計画作成セミナー」（1/20） 

             （岸和田商工会議所） 

                           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

儲けるコツが満載！小規模事業者持続化補助金の申請書作成にも役立つ 

 

「小規模事業者持続化補助金」など各種補助金申請に必要となる事業計画書の作 

成ノウハウが学べるセミナーです。 

 事業計画書は、補助金の活用にも、業績向上にも必要です。自社の強み、市場 

のニーズ、ライバルの視点を明確に把握することで、これから「誰に」、「何を」 

「どのように」売っていくべきか、明らかになります。 

 補助金の申請を検討されている方はもちろん、そうでない方も自社の販売促進・ 

販路拡大に取り組む第一歩ですので事業計画をこの機会に立ててみませんか！  

 

 

○日 時: 令和 2年 1月 20日（月） 午後 2時～5時  

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


○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: 30名（先着順受付）※定員になり次第受付を締め切ります。あらかじ 

        めご了承下さい。  

○対 象: 岸和田市内で現に事業を営んでいる小規模事業者 

     卸売・小売・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）は常時雇用する従業 

        員数が 5名以下の事業者 

        製造業・その他（サービス業のうちの宿泊業・娯楽業を含む）は、20名 

        以下の事業者  

○申込方法: (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 

       ・TELにてお申込下さい。 

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

            (2)メールでのお申込は、下記 URLより申込書をダウンロードし、必 

               要事項をご記入の上、お申込下さい。 

               お申込メールアドレス：koshukai@kishiwada-cci.or.jp  

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

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  

 

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

      

             小規模事業者持続化補助金の申請書作成にも役立つ 

                   ～個別事業計画作成相談会～ 

                     （岸和田商工会議所） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

小規模事業者持続化補助金の申請書作成にも役立つ 

 

 販売促進活動に幅広く活用できる「小規模事業者持続化補助金」など各種補助 

金申請に必要となる事業計画書の作成ノウハウが学べる個別相談会です。 

 2019年 10月に消費税軽減税率制度が実施され、ますます稼ぐ力を向上させてい 

く必要性が高まっています。お店や会社の事業計画は、『誰に』『何を』『どの 

ように売るのか』・マーケットやライバルの動向・自社の現状などを明確にする 

ことで収益力を増強させる可能性が大幅に上がります。なんとなくイメージでき 

る状態ではなく、明確にしておくことが大切です。 

 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp
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○相談日時: 令和 2年 1月 27日(月)/1月 29日(水)/1月 31日(金) 

      令和 2年 2月 3日(月)/2月 5日(水)/2月 7日(金) 

      10:00～12:00/13:00～15:00/15:00～17:00 

      1事業者につき相談時間 120分 要予約 ※先着順となっております。 

○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  

○お申込み: 1．事前予約制です。下記 URLより申込書をダウンロードし、申込欄 

        にご希望日と時間帯をご記入の上、FAXでお申込みください。 

         FAX：072-436-3030 

      2．商工会議所より、電話または FAX・メールにて、ご相談日確定の 

        連絡をします。 

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

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  

 

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

 

        セミナー「商店街と地域の活性化」（12/12） 

            （岸和田商店経営研究会） 

   

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 「岸和田商店経営研究会」では岸和田の商業を元気に！を合言葉に活動しており 

ます。 

 今回のセミナーでは、テレビやラジオでＤＪとしてご活躍中の水谷ひろし氏(岸 

和田歌謡祭の司会者)を講師に招き、商店や商店街活性化への取組についてのお話 

等を聞かせていただきます。 

 一般の方も是非ご参加ください。 

 

日 時：12月 12日（木）14：00～16：00（受付 13：30～） 

場 所：南海浪切ホール（岸和田市港緑町１－１） 

講 師：水谷ひろし氏 

受講料：無料 

定 員：100名 

問合先：岸和田市産業政策課 072-423-9485（直通） 

申 込：下記のいずれかの方法でお申込みください。 

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


    （1）下記 URLより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：072-423-6925 

     (2) TELにてお申込みください。   TEL：072-423-9485 

【URL】

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/seminarsyoutengaitotiikino

kasseika.html 

          

【9】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

       町家・古民家・空き家利活用セミナー（12/22） 

      ～町家がむすぶ人・暮らし・住まい・仕事～（岸和田市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

参加者募集！ 

 

町家・古民家・空き家利活用セミナー 

～町家がむすぶ人・暮らし・住まい・仕事～ 

 

 岸和田市内には、城周辺や紀州街道沿い、山側にも古い建物がまだ残っていま 

す。しかし空き家の問題が起こったり、趣きのある建物が取り壊され懐かしい町 

並みが思い出になったりしています。 

 富田林市寺内町で活動中の「富田林ＬＬＰまちかつ」の講師から、実際の活用 

事例や活用の仕組みなどを紹介していただき、地域に根差した活動を知ることで 

町家の魅力やこれからを考えるきっかけにしてみませんか？ 

 会場は明治時代から本町地区に残る歴史的町家です。 

 LLPまちかつとは、大阪府内で唯一の重要伝統的建造物群保存地区「富田林寺内 

町」の町並みと調和した「アートと工房」のまちづくりをコンセプトに、空き家 

所有者と入居希望者のマッチングを行う団体です。 

 

■対  象 歴史的建築物や古民家などの所有者や、空き家の活用に興味のある 

人 

■日  時 12月 22日(日曜日)午前 10時～正午  

■集合場所 まちづくりの館（本町） 

■講  師 佐藤康平氏・上岡文子氏（富田林ＬＬＰまちかつ） 

■費  用 無料 

■定  員 20人（申込先着順）  

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/seminarsyoutengaitotiikinokasseika.html
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■申  込 電話または FAX・メール（講座名、住所、氏名、電話番号を記入）で 

      下記問い合わせ先まで。 

      締切日：12月 19日(木) 

■問 合 せ 岸和田市都市計画課街づくり支援担当 

      TEL：072－423－9505 FAX：072－423－3347 

      E-mail：tokei@city.kishiwada.osaka.jp 

  

【10】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

           ビジネスマッチングをサポートします。 

           Business Cupid（ビジネスキューピッド） 

              （大樹生命保険株式会社） 

   

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 貴社のニーズをお聞きし、大樹生命がビジネスマッチングをサポートします。 

 

 ●「売りたい」日本内外へ、製品や技術の新しい販路を開拓したいなど 

 ●「買いたい」商品の仕入れ先を見直して、コストを削減したいなど 

 ●「探したい」製品・サービスの開発パートナーを探したいなど 

 

 お引き合わせまで、全て無料で対応します。 

 ご利用方法について、詳しくは、下記の URLよりご覧ください。 

https://www.taiju-life.co.jp/for_corporations/business_cupid/matching.htm 

 

【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。 

  日本中が熱狂したラグビーのワールドカップも終わり、来年はいよいよオリ 

  ンピック、パラリンピックが開催されます。 

    世界のトップアスリートが一堂に会し、熱戦を繰り広げる姿を見るのが今か 

    らとても待ち遠しいです。 

    少し早いですが、本年も当メールマガジンをご愛読いただきありがとうござ 

  いました。2020年も引き続き、よろしくお願いいたします。 

 

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