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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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【1】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

  Uber Eats Japanと連携したフードデリバリーの利用促進について（市） 

            

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 新型コロナウイルス感染症による飲食店への影響が続く中、今後は、店舗利用 

に加え、デリバリー（出前）やテイクアウト（持ち帰り）も積極的に取り入れて 

いく必要があります。 

 この新しい生活様式への対応支援や市内の飲食店の販路拡大（デリバリー及び 

テイクアウト支援）等を目的として、岸和田市はUber Eats Japan合同会社(以下 

「Uber」という。）と連携協定を締結しました。 

 市とUberの連携事業として、岸和田市内の一部への同社のサービス提供エリア 

拡大やフードデリバリーの利用促進に向けたキャンペーンに取り組みます。 



 ※登録店舗が40店舗確保され次第、岸和田市内の一部へのサービス提供エリア 

  拡大日が決定されます。 

 

〇Uber利用対象店舗を募集します 

 Uberの利用対象店舗への登録を希望する飲食店は、市HPにある「Uberの利用登 

録申込フォーム」から申請してください。 

 Uberの提供サービスの内容等は以下からご確認ください。 

 ■Uber Eats Japanと連携したフードデリバリーの利用促進（市ホームページ） 

  https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/fooddeli.html 

 ■レストランに関するよくある質問（Uberホームページ） 

  https://www.ubereats.com/restaurant/ja-JP/faq 

 

〇飲食店（登録店舗）向けキャンペーン 

(1) 初期登録費用の無料化（申請不要） 

  Uber利用登録時に飲食店が負担する初期登録費用（通常５万円程度）を無料 

 にします。市への申請は不要です。 

  期間：令和３年３月 31日まで 

 

(2) テイクアウト手数料の割引（申請不要） 

  テイクアウトの注文に対する手数料を５％分割り引きします。市への申請は 

 不要です。 

 ※同時に実施されているキャンペーンなどによってテイクアウト手数料が５％ 

  未満の場合は、０％に変更します。 

 期間：岸和田市内の一部がサービス提供エリアに加えられてから 90 日間 

 

(3) 岸和田市飲食デリバリー等代行業者利用支援補助金（申請必要） 

  デリバリー等代行サービス利用開始時に要する費用（デリバリーメニューの 

 写真撮影代など）やサービス利用にあたり継続的に要する費用（商品売上価格 

 に応じた手数料など）を補助します。 

  市への申請が必要です。詳細は以下リンクからご確認ください。 

 ■岸和田市飲食デリバリー等代行業者利用支援補助金（市） 

  https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/delihojyo.html 

 

 

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

 

https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/fooddeli.html
https://www.ubereats.com/restaurant/ja-JP/faq
https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/delihojyo.html


          週末起業相談会を開催します！（市） 

            

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 事業者・起業希望者の皆様の売上アップに向けて全力で伴走する、公的産業支 

援拠点Kishi-Bizが起業家・起業検討中の方向けに、 土曜日開催の「週末起業相 

談会」を実施します！ 

 起業準備に向けて、強みを生かした新事業のコンセプトの明確化、ターゲット 

の絞り込み、どんなビジネスにしていくか、創業計画書の作成等を固めるサポー 

トをします。 

 

◆対象 起業を検討中の方・起業後３年以内の方など 

◆日時 12月５日（土）、１月16日（土）、２月６日（土）、３月６日（土）の 

    10:00～17:00 

    ※事前予約制。先着順（各日定員５組） 

◆場所 岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz 

    （岸和田市港緑町３－１ 岸和田カンカンベイサイドモールWEST棟２階） 

◆申込方法 お電話（072-447-5855） 

  またはメールフォーム（https://www.kishi-biz.jp/contact/）からお申込み 

 ください。 

 (※メールフォームからの場合、「内容」欄に「週末起業相談会希望」とご記入 

   ください。) 

  

 岸和田ビジネスサポートセンター（Kishi-Biz）072-447-5855 

 

 

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

 

LINE公式アカウント「大阪府商工労働部-新型コロナ関連-」を開設しました(府） 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/syokosomu-

newstopics/line_shokorodo.html           

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府商工労働部では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方 

や、求職されている方などに対する支援情報を提供するため、LINE公式アカウン 

ト「大阪府商工労働部-新型コロナ関連-」を開設しました。 

 本アカウントでは、事業者の方向けの「経営に関するご相談」や「融資制度」、 

「技術支援」、「人材確保支援」に関する情報、求職されている方向けの「民間 

https://www.kishi-biz.jp/contact/
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/syokosomu-newstopics/line_shokorodo.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/syokosomu-newstopics/line_shokorodo.html


人材会社の求人特集」の掲載や「就活に関するセミナーやイベント」、「就活に 

関するご相談」、「就職に向けたスキルアップ」、「職場トラブルのご相談」に 

関する情報などを提供します。皆様、ぜひ友だち追加をお願いします！ 

 

○LINE公式アカウント名：「大阪府商工労働部-新型コロナ関連-」  

 ※ご利用にあたり、利用規約および個人情報保護方針への同意が必要です。 

○ご利用方法 

  ・ご利用の際には、本 LINEアカウント「大阪府商工労働部-新型コロナ関連-」 

   の友だち追加が必要です。 

    ※ご利用には LINEアプリのダウンロードが必要です。 

  ・以下のアカウント IDで検索いただくか QRコードを読み取り、 

    友だち追加を行うことでご利用いただけます。 

  アカウント ID： ＠shokorodo_COVID-19 

 

問合せ：大阪府 商工労働部 商工労働総務課 企画グループ 

     TEL：06-6210-9479 

     E-mail：shorosomu-g06@mbox.pref.osaka.lg.jp 

 

  

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

 

  IT/IoT活用セミナー＆個別相談会を開催します。（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市場(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イメージまでを事例を踏まえて 

学んでいただきます。企業でのIoTの導入、 活用への第一歩として課題発見にお 

役立ていただくために、是非ご活用ください。 

 

日時：令和２年 11月 25日(水) 14：00～16：00 

場所：岸和田商工会議所 ３階大会議室 

定員：先着 40名 ※感染症対策を徹底して開催します。 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=shorosomu-g06%40mbox.pref.osaka.lg.jp


講師：奥澤 崇氏(中小企業診断士、経営管理修士[MBA]) 

 

◇セミナー内容 

 １．IoTとは何か(一般知識の紹介) 

 ２．IoT最新事情(先進事例等) 

 ３．自社への導入(課題の発見) 

 ４．個別相談会 ※事前予約制(希望者のみ) 

      ①16：10～16：40 ②16：40～17：10 

 

お問合せ先：岸和田商工会議所 担当：酒井、山下 

電 話：072-439-5023 

F A X：072-436-3030 

Email：koshukai@kishiwada-cci.or.jp 

 

 

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

 

      ＢＣＰ策定ワークショップセミナー（岸和田商工会議所） 

       

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 地震など大規模災害の発生や新型コロナウイルス感染拡大が懸念されている昨 

今、事業継承計画(ＢＣＰ)の整備や見直しへの関心が高まっているのではないで 

しょうか。 

 こうした様々なリスクに備えてＢＣＰを策定し、事業継続あるいは早期復旧で 

きるよう、事前に対処方法を取り決めておくことは大変重要です。 

 そこで、ＢＣＰ策定に関心のある企業や未策定、あるいは策定したものの不安 

がある企業を対象に、ワークショップ型のセミナーを通じて防災対策、ＢＣＰ策 

定の重要性や必要性を学び、今後、企業自身による本格的な取組みに繋げていた 

だくことを目的としたセミナーを企画しました。この機会に是非ご参加ください。 

 

日 時：令和２年 11月 18日（水）午後１時 30分～午後４時 30分 

場 所：貝塚商工会議所 ２階中会議室(貝塚市二色南町４－７) 

受講料：無料 

定 員：18社 

講 師：ＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社 関西支店 

    災害・事業ＲＭグループ 上席コンサルタント 小島 勝治氏 

http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=koshukai%40kishiwada-cci.or.jp


内 容：【１】新型コロナウイルスに関する企業対応の最新情報・感染症ＢＣＰ 

       整備のポイント 

    【２】参加各企業周辺で発生しうる地震被害を整理する。 

    【３】地震発生当日に対応すべき事項を整理し、マニュアル化する。 

    【４】大阪府が推奨するＢＣＰの施策等の紹介 

申 込：11月４日までに岸和田商工会議所に、FAXまたはお電話ください。 

電 話：072-439-5023 

ＦＡＸ：072-436-3030 

主 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 三井住友海上火災保険株式会社 

 

 

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

 

  巧妙な偽メールで拡散するウイルス被害が多発しています。（大阪府警）  

      

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府警察サイバー犯罪対策課からお知らせです。 

 

  「Emotet(エモテット)」と呼ばれるウイルスの完成被害が多発中です！   

 

   感染すると、自分の名前を騙る偽メールをばらまかれる等、間接的な加害者 

 となる恐れがあります！ 

 

   取引先を騙ったメールでも内容をよく確認し、添付ファイルのあるメールの 

 取扱いには要注意です！ 

 

    

  下記リンクから配布用PDF資料と、 詳細な説明が掲載された府警ホームペー 

  ジをご覧になれます。 

 

参考：大阪府警察サイバー犯罪対策通信 

   （リンクページの項目最下部「Emotet」被害再度急増」） 

 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_shiryou/10276.html 

 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_shiryou/10276.html


    大阪府警察サイバー犯罪対策課  

    注意喚起情報「メールを盗み出すマルウエアに注意」 

 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_cyuikanki/9749.html 

 

 

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

 

            新型コロナウイルス関連情報 

      

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせや支援策等のページです。 

詳細は以下の URLからご覧ください。 

 

■関西広域連合 

◎新型コロナウィルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者の 

皆様へ 

http://qt15.asp.cuenote.jp/c/bPoHaagud65CzEal 

 

■経済産業省 

◎新型コロナウイルス感染症関連（経済産業省の支援策） 

http://qt15.asp.cuenote.jp/c/bPoHaagud65CzEam 

 

■厚生労働省 

◎新型コロナウイルス感染症について 

http://qt15.asp.cuenote.jp/c/bPoHaagud65CzEan 

※「働く方と経営者の皆さまへ」を参照ください。 

 

■金融庁 

◎新型コロナウイルス感染症関連情報 

http://qt15.asp.cuenote.jp/c/bPoHaagud65CzEao 

 

■中小機構 

 中小機構では新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業・小規模事業 

者の皆様に対し「経営相談窓口」をはじめ、「小規模企業共済・経営セーフティ 

共済（中小企業倒産防止共済制度）に係る特例措置」や「生産性革命推進事業に 

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_cyuikanki/9749.html
http://qt15.asp.cuenote.jp/c/bPoHaagud65CzEal
http://qt15.asp.cuenote.jp/c/bPoHaagud65CzEam
http://qt15.asp.cuenote.jp/c/bPoHaagud65CzEan
http://qt15.asp.cuenote.jp/c/bPoHaagud65CzEao


係る補助金・助成金」「特別利子補給事業」などの様々なサポートを実施してい 

ます。 

https://www.smrj.go.jp/covid19/index.html 

 

 また、中小企業ビジネス支援サイト「J-Net21」では、 関係省庁・関係機関に 

おける新型コロナウイルス感染症関連の支援策について、でまとめております。 

https://j-net21.smrj.go.jp/ 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

  

 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://www.smrj.go.jp/covid19/index.html
https://j-net21.smrj.go.jp/
http://kishiwada-portal/cgi-bin/cbgrn/grn.cgi/mail/send?to=sangyo%40city.kishiwada.osaka.jp

