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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。 
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■--  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、業種に関 

わらず全ての中小企業や創業を志す方に対し、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。 

 何度ご利用されても無料です。現在、ご相談予約を約 50 件いただいており、大

変ご好評をいただいております。経営に関して何かお悩みや課題がございました

ら、まずは Kishi-Biz にご相談ください。 

 

 申込みについては、下記のいずれかの要領でお申し込みください。 

 (1)下記 URL より専用の申込フォームから申し込み 

   https://www.kishi-biz.jp/#contact 

 (2)Kishi-Biz まで電話(072-447-5855)で申込 

 

 Kishi-Biz は、ホームページに加えて、facebook ページもあります。Kishi-Biz

のことや、その他ビジネスに役立つ様々な情報を発信していきますので、ぜひチ

ェックしてみてください。 

●ホームページ： https://www.kishi-biz.jp/ 

●facebook： https://www.facebook.com/kishibiz0218 

 

▼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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

         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。 

 

【これまで池田泉州銀行の市内４店舗にておいても申込を受け付けておりました 

が、このたび池田泉州銀行の融資窓口変更により、令和２年２月３日から、池田 

泉州銀行泉州営業部と市・産業政策課の２箇所に限って受付することになりまし 

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２年２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） 

※ただし、現に岸和田市中小企業サポート融資を受けている事業 

者については、池田泉州銀行春木支店、久米田支店及び東岸和 

田支店において引き続き取り扱います。 

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 

      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） 

 

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

 

     消費者向け「キャッシュレス使い方講座」（3/2）（岸和田市） 

                 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 2019 年 10 月１日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュ 

レス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ 

後の９カ月間（2020 年６月末まで）に限り、中小・小規模事業者によるキャッシ 

ュレス手段を使ったポイント還元を支援する「キャッシュレス・消費者還元事

業」を経済産業省が実施しています。 

 この度、消費者向けにキャッシュレス決済についての基本的な使い方の説明や、 

実際のアプリ導入の伴走支援などを行う「キャッシュレス使い方講座」を開催し 

ます。 

 

〇日 時: 令和２年３月２日(月) 午後３時～４時  

○会 場: 岸和田市立福祉総合センター ３階 大会議室 



     （岸和田市野田町１－５－５） 

〇受講料：無料 

〇内 容：キャッシュレス決済についての基本的な使い方の説明等 

○講 師：キャッシュレス・ポイント還元事務局より 

○定 員：50 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:下記のいずれかの方法でお申し込みください。 

      (1)ファックスにてお申込               

        氏名・住所・連絡先電話番号を記載の上、ファックスしてくだ 

        さい。FAX:072-423-6925      

         (2)電話にてお申込 

        氏名・住所・連絡先電話番号をお知らせください。 

        TEL:072-423-9485 

○主 催：キャッシュレス・ポイント還元事務局、岸和田市  

〇問合先：岸和田市役所 産業政策課 商工振興担当 

     TEL:072-423-9485 

 

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

 

     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 

 

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

 

   大阪府中小企業等外国出願支援事業のご案内ページを更新しました！ 

               （大阪府） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 特許庁が実施する中小企業等外国出願支援事業（大阪府窓口分）のご案内ペー



ジを更新しました！今後も説明会や公募情報等について随時更新しますのでご確

認ください。 

 

 中小企業等外国出願支援事業とは 

 優れた技術を有し、戦略的な外国出願を予定している府内中小企業等に対し、

外国への特許出願および実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願に要する経費

の一部を補助金として交付することで、府内中小企業の国際競争力の向上を促進

する事業です。 

 

詳しくは、（公財）大阪産業局のホームページをご覧ください。 

https://www.obda.or.jp/jigyo/deal.html 

 

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

  

    「超簡易版 BCP『これだけは!』シート」で貴社の災害対応力強化を! 

                              （大阪府） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府では、府内中小企業・小規模事業者の皆様の事業継続計画(BCP)策定を 

推進するため、事業継続に際し最低限これだけは決めておくべき項目に絞り込

み、忙しい府内中小企業者等の皆様にも取り組みやすい「超簡易版 BCP『これだけ

は!』シート」を作成し、府 HP で公開しています。 

 HP には様式のほか、各市町村のハザードマップや関係機関のリンク集など 

「『これだけは!』シート」の策定に役立つ情報を掲載しています。 

 府内中小企業者等の皆様、「『これだけは!』シート」を活用して、自然災害等 

の被災時の迅速な事業継続及び復旧策を今すぐに考えましょう。 

 

詳 細：http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/bcp/tyoukannibanbcp.html 

 

問合せ：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 

     TEL：06-6210-9494 FAX：06-6210-9504 

     E-mail：keikaku-h17@gbox.pref.osaka.lg.jp  

 

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

  

        企業活動に関するコロナウィルス関連肺炎情報（大阪府） 



 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

大阪府内企業の皆様へ 

 

 新型コロナウィルス関連肺炎に関する世界各国・地域の情報について 

 

 最近、世界各国・地域で発生が報告されている新型コロナウィルス関連肺炎に 

ついては、外務省の「海外安全ホームページ」において、情報が掲載されていま

す。 

 また、ジェトロ（日本貿易振興機構）においても、新型コロナウィルス感染拡 

大の影響について、各国・地域の最新情報が掲載されています。 

 このほか、大阪府においても、府民の皆様へのご案内や、関係省庁・機関での 

注意喚起情報のリンク等を掲載しています。 

 ビジネスに関する、海外企業等との取引、海外への渡航等の検討、また、国内 

での事業活動の実施にあたっては、是非、下記サイトをご参照ください。 

 

外務省「海外安全ホームページ」https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

ジェトロ・ビジネス短信「新型コロナウィルス感染拡大の影響」 

https://www.jetro.go.jp/biznews/feature/viruschina.html 

 

大阪府「新型コロナウィルス関連肺炎について」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html 

 

大阪府商工労働部 

 

【後記】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  いよいよ 2月 18 日（火）に「岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz

（キ シビズ）」が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！相談予約がまだお済みでない方はぜひお申込みください！ 

  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。 

 



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