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

        ≪第 38号≫ ２０２０年１月６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） 

 

【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 日にオープンします！ 

 

【3】知らないことが最大のリスク？知って得する SDGs推進セミナー（2/12） 

  （岸和田市） 

 

【4】ネーミングライツサポーター（愛称の命名権者）を募集しています！ 

  （岸和田市） 

 

【5】事業承継セミナー（2/5） 

  （岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

 

【6】「農業者と食品事業者の交流会」 地元食材に関心のある食品事業者を募集 

   します（大阪府） 

 

【7】労働時間相談・支援を受けてみませんか（大阪労働局） 

 

■--  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！！ 

 「岸和田ビジネスサポートセンター Kishi-Biz（キシビズ）」とは、業種にか 

かわらず全ての中小企業・小規模事業者様に対し、売上アップに関するご提案を 

無料で行う経営相談所です。 

 現在、「行列のできる経営相談所」として全国的に注目を集め、数々の中小企 

業・小規模事業者の売上アップを実現し、「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、静岡県「富士市産業支援センターf-Biz（エフビズ） 

」。Kishi-Biz はこの f-Biz をモデルとしており、１回１時間の無料相談の中で、 

中小企業・小規模事業者の皆様の「オンリーワンの強み」を探り、売上アップに 

向けた相談＆継続サポートを行います。 

 「岸和田ビジネスサポートセンター Kishi-Biz」は、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】下記のいずれかの要領でお申し込みください。 

     (1)下記 URL からアクセスし、専用の申込フォームから 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdONtvZ__1CCA9n9SF

ZFhqqO8o7QkTFrxMEV5Bgoq0Z0sAP9A/viewform?fbclid=IwAR1te25_E9sm4yJJADFoZ1T

FrB3FuEg24CD7Sv10vPdR9U2S6pcEhIKfEG0 

     (2)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、 

       産業政策課まで 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 

     (3)産業政策課まで電話(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日にオープンします！ 

                    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 「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。 

 「岸和田ビジネスサポートセンター Kishi-Biz（キシビズ）」とは、業種にか 

かわらず全ての中小企業・小規模事業者様に対し、売上アップに関するご提案を 

無料で行う経営相談所です。 

 現在、「行列のできる経営相談所」として全国的に注目を集め、数々の中小企 

業・小規模事業者の売上アップを実現し、「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、静岡県「富士市産業支援センターf-Biz（エフビズ） 

」。Kishi-Biz はこの f-Biz をモデルとしており、1回 1時間の無料相談の中で、

中小企業・小規模事業者の皆様の「オンリーワンの強み」を探り、売上アップに

向けた相談＆継続サポートを行います。 

 申込みについては、下記(1)～(3)のいずれかの要領でお申し込みください。 

 (1)下記 URL からアクセスし、専用の申込フォームから申し込み 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd34LwMdPjnxWhzseEZZDpg63w

cShqAtjD9SkJ8L0TCW3FkyA/viewform 

 (2)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、産業政策 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdONtvZ__1CCA9n9SFZFhqqO8o7QkTFrxMEV5Bgoq0Z0sAP9A/viewform?fbclid=IwAR1te25_E9sm4yJJADFoZ1TFrB3FuEg24CD7Sv10vPdR9U2S6pcEhIKfEG0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdONtvZ__1CCA9n9SFZFhqqO8o7QkTFrxMEV5Bgoq0Z0sAP9A/viewform?fbclid=IwAR1te25_E9sm4yJJADFoZ1TFrB3FuEg24CD7Sv10vPdR9U2S6pcEhIKfEG0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdONtvZ__1CCA9n9SFZFhqqO8o7QkTFrxMEV5Bgoq0Z0sAP9A/viewform?fbclid=IwAR1te25_E9sm4yJJADFoZ1TFrB3FuEg24CD7Sv10vPdR9U2S6pcEhIKfEG0
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://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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd34LwMdPjnxWhzseEZZDpg63wcShqAtjD9SkJ8L0TCW3FkyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd34LwMdPjnxWhzseEZZDpg63wcShqAtjD9SkJ8L0TCW3FkyA/viewform


課まで 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.html 

 (3)電話(072-423-9485)で申込 

 

▼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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

     知らないことが最大のリスク？知って得する SDGs推進セミナー 

             （2/12）（岸和田市） 

                    

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 最近仕事をしていると SDGs（エスディージーズ：持続可能な開発目標）っ

ていう言葉をいろんなところで聞くけど、一体何？仕事に関係ある？そんな疑

問をお持ちの方におススメです！今注目されているプラスチック製ストローや

レジ袋の廃止の動きなどの取組も SDGsの取組の一環です。また、今世界では

SDGsに取り組む企業を中心に投資をしていこうとする動き（ESG投資）があ

り、今後のビジネスにおいても SDGsは無視できません。そのため、本セミナ

ーでは、SDGｓの全体像や ESG投資拡大の動き、企業における取組事例などを

中心にご講演いただきます。 

 また、セミナーの後半では、中小企業・小規模事業者様の支援を目的とし

て、令和 2年 2月 18日(火)に開設される「岸和田ビジネスサポートセンター 

Kishi-Biz」の事業内容についても説明があります。 

 参加費は無料！個人での参加ももちろん可能です！是非ご参加いただき、今

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.html


後の事業活動のヒントにしてください。 

【日 時】令和 2 年 2月 12日（水）13：30～16：30（13：00～受付開始） 

【場 所】岸和田市立福祉総合センター 3階 大会議室 

【講 師】経済産業省 近畿経済産業局 国際交流調整官 坂本 りっか 氏 

       株式会社伊藤園 CSR/ESG推進部 副部長 鷹野 昇 氏 

       株式会社伊藤園 岸和田支店 支店長 岡本 宗博 氏 

       大阪府 公民戦略連携デスク プロデューサー 山縣 敦子 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  

ほか 

【内 容】〇SDGs をめぐる動向と関西 SDGs 貢献チャレンジ 

     〇「自然が好きです伊藤園」～伊藤園の SDGsの取組～ 

     〇大阪府が取り組む公民連携と OSAKA愛鑑について 

     〇岸和田ビジネスサポートセンター Kishi-Bizが売上拡大をサポ 

ートします!! ほか 

【参加費】無料（個人での参加も可能です） 

【定 員】先着 100名 

【主 催】岸和田市 

【共 催】OSAKA 愛鑑実行委員会 

【後 援】近畿経済産業局、岸和田商工会議所、公益社団法人岸和田青年会議 

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 からアクセスし、専用の申込フォームからの申込 

        http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/5/sdgs.html 

     （2）メール（kikaku@city.kishiwada.osaka.jp） 

       または電話（072-447-6028）での申込  

       「事業者名」「参加者名」「代表連絡先」をお知らせくださ 

い。 

【問 合】岸和田市 総合政策部 企画課 

     TEL：072-447-6028 

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

 

【4】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

    ネーミングライツサポーター（愛称の命名権者）を募集しています！ 

               （岸和田市） 

 

http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/5/sdgs.html
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=kikaku%40city.kishiwada.osaka.jp
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=kikaku%40city.kishiwada.osaka.jp


－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 市の施設に対する愛称の命名権を購入する法人を随時募集しています。施設

の「愛称」として法人名、商品名、ブランド名等を冠することができ、市のホ

ームページ、広報紙や愛称看板等により施設利用者以外も含めて広く PRでき

ます。 

 施設の設置目的又は利用実態に照らしてネーミングライツになじまない施設 

（市役所などの庁舎、学校、保育所、病院等）以外の施設を対象とします。 

 積極的かつ重点的に導入を図る施設は総合体育館、マドカホール、福祉総合

センター、中央公園、自然資料館の 5施設です。また、その他施設も募集して

おり、愛称の付与条件や契約期間等は施設によって異なります。 

 詳細は市ホームページ（以下 URLまたは「岸和田市 ネーミングライツ」と

入力して検索）をご覧ください。 

 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/123/namingrights.html 

 

★本市ネーミングライツ導入施設事例★ 

 正式名称：岸和田競輪場 ⇔ 愛称：ブッキースタジアム 

 正式名称：岸和田市立浪切ホール ⇔ 愛称：南海浪切ホール 

 

【5】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

       

             事業承継セミナー（2/5） 

     （岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 当セミナーでは、第一部では事業承継の必要性や、親族内承継・親族外承継

の課題、事業承継の具体的な取り組み内容などを踏まえた事業承継計画書作成

について解説します。第二部では、事業承継事例として、事業を任せる経営者

の心構えやまず最初に始めること、次世代リーダーの成長を促すポイントにつ

いて事業承継トークセッション解説します。 

 

日  時：令和 2 年 2月 5日(水) 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） 

内  容：第一部 ◎事業承継計画書を作ろう！！ 

          ・事業承継の進め方と最近の傾向 

          ・事業承継計画書について 

     第二部 ◎後継者が語る世代交代体験談 (事業承継トークセッ 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/123/namingrights.html


ション)  

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より申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、 

FAX・メールで申込、もしくは電話にてお申込下さい。 

    http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event/2020/0205.pdf 

     FAX：072-436-3030 

メールアドレス：koshukai@kishiwada-cci.or.jp 

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 

問  合：岸和田商工会議所 TEL：072-439-5023  

 

【6】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   

   「農業者と食品事業者の交流会」 地元食材に関心のある食品事業者を 

   募集します（大阪府） 

                                  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 地元食材を探している、使いたい！皆様へ農業者と食品事業者の交流会を開

催します。 

 「地元の農産物を使って新商品を開発したい」「農業者と知り合う機会がな

い」等々、地元食材に関心をお持ちの皆さま、一度、泉州地域の農業者と地元

農産物等についてお話をしてみませんか？ 

 

【開催日時】令和 2年 2月 5日（水曜日）13：30～16：00 

【場  所】南海浪切ホール 1階多目的ホール（岸和田市港緑町 1-1） 

【内  容】第 1 部（13：30～14：40） 農業者による PRタイム 

      第 2 部（14：50～16：00） フリー商談 

【主  催】大阪府 

【参 加 費】無料 

【申込・詳細】http://www.pref.osaka.lg.jp/senshunm/gyoumu/koryu.html 

 

【7】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

      

               労働時間相談・支援を受けてみませんか（無料） 

http://www.kishiwada-cci.or.jp/navigation1/event/2020/0205.pdf
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp
http://www.pref.osaka.lg.jp/senshunm/gyoumu/koryu.html


                       （大阪労働局） 

  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪労働局では、大阪の経済を下支えしている中小企業・小規模事業者の皆

様方には、働き方改革の趣旨をご理解いただき、しっかりと取り組んでいただ

くことが重要だと考えています。 

 そのため、大阪労働局の管下 13の労働基準監督署において、中小企業・小

規模事業者に対する支援の一環として、労働時間相談・支援班が、個別の事業

場を訪問し、ご希望に沿いつつ改正法の内容を含めた労働時間制度に関する説

明を行い、個別に労働時間制度等に関する御相談に応じて、相談内容に沿った

解決策を提案する訪問支援の取り組みを行っています。 

 相談・支援のご利用はもちろん無料で、申し込みは下記 URLページをご確認

の上、申込専用サイトに必要事項を記載して登録していただくだけです。申込

登録後、原則 3開庁日以内に担当者から訪問日の調整等のご連絡をさせていた

だきますので、この機会にぜひ労働時間相談・支援班をご利用ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-

roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121761/shienhan_00001.html 

 

［問合せ先］ 

大阪労働局労働基準部監督課 電話：06-6949-6490 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 新年あけましておめでとうございます。 

 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。 

 当メールマガジンは引き続き皆様に役立つ情報の掲載に努めてまいります。 

 本年もご愛読をよろしくお願いいたします。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  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。 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121761/shienhan_00001.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_121761/shienhan_00001.html
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

