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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】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

    新型コロナウイルス関連融資の申込期限延長について（府・市） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 大阪府制度融資「新型コロナウイルス感染症対応資金（保証料等補助型）」の 

申込期限が令和３年３月 31 日まで延長されました。融資をご希望の場合、まずは 

大阪府の指定する取扱金融機関にご相談ください。 

 必要書類として、市・認定書（危機関連保証・セーフティネット保証４号・セ 

ーフティネット保証５号）を取得のうえ、取扱金融機関にて融資を申し込んでく 



ださい。 

 なお、利用については金融機関及び信用保証協会の審査があり、ご希望に沿え 

ないことがあります。 

【融資名称】 

 新型コロナウイルス感染症対応資金（保証料等補助型） 

【融資限度額】 

 4,000 万円 

【金利】 

 年 1.2％（固定） 

【融資期間】 

 10 年以内（据置５年以内） 

【軽減対象者】 

 個人事業主（小規模事業者のみ） 

 ・売上高前年比５％以上減少者は保証料なし、金利当初３年間なし 

 法人、個人事業主（小規模事業者以外） 

 ・売上高 15％以上減少者は保証料なし、金利当初３年間なし 

 ・売上高５％から 15％未満減少者は保証料１／２減免 

【期限】 

 令和３年３月 31日までに保証協会が保証申込を受付し、令和３年５月 31 日ま

でに融資実行された分まで 

 【問合せ先】 

 ・融資に関するものは取扱金融機関（下記大阪府のページ参照）へ 

   http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/korona/index.html 

 ・認定書の取得に関することは岸和田市産業政策課（072-423-9485）へ 

 ・危機関連保証 

   https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/coronavirus/kikikanren.html 

 ・セーフティネット保証４号 

   https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/coronavirus/seihutelinetto4g

oukorona.html 

 ・セーフティネット保証５号 

   https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/gogou-

nintei20200501.html 

 

 

 

 



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

 

    Kishi-Biz １周年記念イベントを開催します！（Kishi-Biz） 

            

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 岸和田市内の事業者・起業希望者のみなさま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 岸和田ビジネスサポートセンター（Kishi-Biz）の開設 

１周年を記念し、1年間の歩みと今後の展望をお伝えするイベントを開催します。 

相談を検討している人や、起業を考えている人など、どなたでも申し込めます。 

 

◆内容  

  活動報告、相談者による成果報告とトークセッション、エグゼクティブマネー 

  ジャー小出宗昭による講演など 

◆日時 ２月９日（火）午後２時～４時（開場は午後１時半） 

◆場所 南海浪切ホール １階小ホール 

◆費用 無料 

◆定員 100 人（申込先着順） 

    ※新型コロナウイルス感染症対策のため、定員を制限しています。 

◆申込・問合 メールフォーム又は電話で岸和田ビジネスサポートセンター      

Kishi-Biz へ 

 

●メールフォーム 

        

https://docs.google.com/forms/d/1BFARl9PVsPzqU9O8pNIGzWs8pXqKLqPPnTolj6oW

4sQ/viewform?edit_requested=true 

 

●TEL 072- 447－5855 

 

 詳細は Kishi-Biz ホームページをご覧ください 

 https://www.kishi-biz.jp/news/issyunen/ 

  

 

 

 

 



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

 

 【毎週土曜開催！】Kishi-Biz「ブランド力 UP！特別相談会」（Kishi-Biz） 

            

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 Kishi-Biz では、事業者の皆様のブランド力 UP に向けて、Kishi-Biz クリエイ 

ティブディレクター繁田智雄氏を迎え、毎週土曜日に「ブランド力 UP！特別相談 

会」を開催しています。 

 繁田氏は、元大手広告代理店マンとして数々の受賞歴を持つブランディングの 

プロ。商品やサービスのコンセプトづくりから、ネーミング、コピーライティン 

グまで事業者のみなさまを強力サポートします！ 

 ぜひ、「ブランド力を強化したい！」という皆様からのご相談をお待ちしてお 

ります！ 

 

◆日程：2020 年１月から３月の毎週土曜日（予定） 

 時間帯：10:00～17:00（１時間） 

 ※ご予約日程・時間は先着順です。 

◆場所：岸和田ビジネスサポートセンターKishi-Biz 

    （岸和田カンカンベイサイドモール WEST 棟 2 階） 

    https://www.kishi-biz.jp/access/ 

◆定員：各回限定 5組（申込順） 

◆こんな方におすすめです！ 

 ・自社のブランド力を強化したい方 

 ・新商品やサービス開発をご検討中の方 

 ・起業にあたって、自分自身の強みや事業コンセプトを明確にしたい方 

◆申込方法（※事前予約制） 

 お電話（072-447-5855）またはメールフォーム 

 (https://www.kishi-biz.jp/contact/)からお願いします 

 (※メールフォームの場合、【内容】欄に「ご希望日」と「ブランド力 UP 個別 

  相談会希望」とご記入ください) 

 

 詳細は Kishi-Biz ホームページをご覧ください 

 https://www.kishi-biz.jp/news/creative/ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 ＜プロフィール＞ 



 Kishi-Biz クリエイティブディレクター：繁田智雄／しげたともお 

 1959 年生まれ。大阪府堺市出身。泉北高校卒業。 

 大学卒業後、（株）ADK、(株)博報堂をはじめ大手広告代理店などで 

 30 年以上勤務し、大手メーカー等の広告や TV－CM の企画制作に携わる。 

 東京コピーライターズクラブ最高新人賞など受賞多数。 

 2020 年 12 月より大東ビジネス創造センターD-Biz センター相談業務開始。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

  

 

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

 

 「Uber Eats」市内へのサービス提供開始前に是非利用店舗登録を！（市） 

            

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 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、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んでいます。 

 現在、エリア拡大に向けて、Uber 利用登録店舗を募集しています。期間限定

で、 

初期登録費用の無料化や利用手数料の全額補助（上限額あり）を行っています。 

また、エリア拡大後 1ヶ月間は利用者向けキャンペーンも実施する予定です。是 

非お得なキャンペーン期間中にご登録ください。 

 

◆利用登録店舗への申込方法 

 下記「Uber の利用登録申込フォーム」から申請してください。 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIG6oko8vQy-

CuaIV87DGwfGgvYYUfj2JNW1vxr7VNMJuZyQ/viewform  

  ※キャンペーンの内容や 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 
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  新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置等（市） 

       

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対して、 

令和 3年度課税の 1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・ 

都市計画税の課税標準を事業収入の減少率に応じて軽減します。 

 

◆対象者 

 下記の条件を全て満たす場合、対象となります。 

 ・岸和田市に償却資産又は事業用家屋を所有している。 

 ・租税特別措置法における中小事業者又は中小企業者である（性風俗関連特殊 

  営業等を除く。） 

 ・新型コロナウイルス感染症の影響で 2020 年 2 月から 10 月までの任意の連続  

する 3か月間の事業収入が、前年同期比 30％以上減少している。 

◆対象となる固定資産税等  

 ・設備等の償却資産に対する固定資産税 

 ・事業用家屋に対する固定資産税・都市計画税 

  ※居住用家屋や、土地に対する固定資産税・都市計画税は軽減の対象外 

◆申告期限 令和 3年 1月 4日から令和 3年 2月 1日 

      ※申告前に認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要がありま 

す 

◆問合せ  岸和田市固定資産税課 管理・償却資産担当、家屋担当 

      Tel：072-423-9426、072-423-9428 

 

 手続きや軽減率など詳細は岸和田市ホームページをご覧ください。 

 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/16/koteikeigenreiwa3.html 
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        アフターコロナ時代に生き残る会社になる！ 

     ＹｏｕＴｕｂｅ 徹底理解・活用セミナー（商工会議所）  

          

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 ステイホームで動画を観る人が急激に増えました。どうすれば自社の動画がユ 

ーザーに表示されやすくなるのでしょうか？ カギを握るのは「アルゴリズム」 

と呼ばれる YouTube が動画を表示する仕組みです。 

 この仕組みを知り、自社の動画を最適化することで、潜在的なターゲットユー 

ザーに自社の動画を表示させやすくすることができます。この仕組みを徹底的に 

理解することによって、企業はより効率的に動画広告の発信を行うことができる 

ようになります。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

◆日時  令和３年１月２６日(火) 14:00～16:00 

◆場所  岸和田商工会議所 2階集会室(岸和田市別所町 3-13-26) 

◆内容(予定) 

 1. YouTube を活用するメリット 

 2. YouTube の仕組み 

 3. YouTube 動画と SEO 

 4. 商品 PR 戦略と動画の活用 

◆講師  ㈱ファイブスター 代表取締役 金山 義則 氏 

◆定員   40 名（先着申込順） 

◆申込方法 

 以下のいずれかの方法でお申し込みください。 

 ①申込書に必要事項を記入して FAX で岸和田商工会議所へ FAX 072-436-3030 

 ②申込みフォームから申込み 

  ※申込書と申込みフォームは下記ＵＲＬへ 

   https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-8428/ 

 ③メールフォーム（koshukai@kishiwada-cci.or.sp）から申し込み 

◆問合せ  岸和田商工会議所  TEL 072-439-5023 FAX 072-436-3030 

◆その他 オンライン受講も可能です。 

 

 詳細は岸和田商工会議所ホームページをご覧ください 

 https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-8428/ 
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              IT/IoT 活用セミナー＆ 個別相談会 

        （岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

            

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 総務省は、IoT 化した 2030 年の日本について、IoT・AI の経済成長へのインパ

クトは約 270 兆円に相当するとシミュレーションしています。実質 GDP にしてな

んと 132 兆円もの押し上げが生じると想定しており、IoT が経済に対して大きなイ

ンパクトを持つと総務省は考えています。IoT は、もはやただの便利なモノのイン

ターネットだけではなく、日本の将来を背負う重要な技術として認識されていま

す。企業でのＩoＴの導入、活用への第一歩として課題の解決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３年１月 22 日（金）14:00 ～16:00 

◆場所  岸和田商工会議所３階大会議室(岸和田市別所町 3-13-26) 

◆内容 

 1. 自社への導入（課題の解決） 

  IoT 導入に向けて障害となる課題の解決方法 

 2. すぐにできる IoT 導入 

  簡素で生産性向上に即効性のある IoT 導入手法の紹介 

 3. 補助制度、サポート制度の活用 

  「IoT 診断」、「IoT マッチング」の利用促進 

 4. 個別相談会 ※希望者のみ 

  ①16：10～16：40／②16：40～17：10 

◆講師  奥澤崇氏（中小企業診断士・経営管理修士〔ＭＢＡ〕） 

     生命保険会社で 18 年勤務。主にＩｏＴを使った業務の効率化、ペーパ        

ーレス化、事務処理の自動化の企画、開発を担当。会社員時代に中小     

企業診断士と MBA を取得し独立。現在は製造業や建設業のシステム導

入や生産管理のコンサルティングに従事。奥澤中小企業診断士事務所

代表 

◆定員  先着 20名 ※セミナー、個別相談会ともに事前予約制 

          ※感染症対策を徹底し開催致します。 

◆申込方法 

 以下のいずれかの方法でお申し込みください。 

 ①申込書に必要事項を記入して FAX で岸和田商工会議所へ FAX 072-436-3030 



 ②申込みフォームから申込み 

  ※申込書と申込みフォームは下記ＵＲＬへ 

      https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-8356/ 

◆問合せ 岸和田商工会議所 TEL 072-439-5023  

◆その他 オンライン受講も可能です。 

 

 詳細は岸和田商工会議所ホームページをご覧ください 

 https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-8356/ 

 

 

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

 

              事業承継対策セミナー 

     後継者が獲るべき情報 ～承継後に苦労したいですか？～ 

     （岸和田商工会議所・貝塚商工会議所・泉佐野商工会議所） 

       

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 事業承継の問題の根幹は、先代経営者と後継者の情報格差にあります。今回の 

セミナーでは、承継の経験があるからこそ語ることができる「後継者が獲るべき 

情報」について失敗事例を交え、わかりやすくお伝えします。 

 また、事業承継税制を利用するために必要となる承継計画の作成についてもわ 

かりやすく解説しますので、是非ご参加ください。 

 

◆日時  １月 26日（火） 17:00～19:00 

◆場所  岸和田商工会議所(岸和田市別所町 3-13-26) 

◆講師  貴多野 秀史氏（中小企業診断士／山五マネジメント合同会） 

     ※事業承継税制を利用するための「承継計画」づくりについて 

      解説 西河 智崇氏 

（大阪府商工労働部 中小企業支援室 経営支援課） 

◆定員  40 名（申込先着順） 

◆申込方法  

 以下のいずれかの方法でお申し込みください。 

 ①申込書に必要事項を記入して FAX で岸和田商工会議所へ FAX 072-436-3030 

 ②申込みフォームから申込み 

  ※申込書と申込みフォームは下記ＵＲＬへ 

   https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-8331/ 



◆問合せ 岸和田商工会議所 TEL 072-439-5023  

◆その他 オンライン受講も可能です。 

 

 詳細は岸和田商工会議所ホームページをご覧ください 

 https://www.kishiwada-cci.or.jp/events/seminar/event-8331/ 
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 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。 

 


