（公財）尼崎地域産業活性化機構
メルマガ 第５３号
あけましておめでとうございます
皆様におかれましては、お健やかに新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
昨年は、尼崎市中小企業勤労者福祉共済（ハートプル）が４５周年を迎えることが
できました。
「ハートプル」は、個々の事業所では独自に実施することが難しい
「福利厚生」と「給付金」を当機構と事業主様が力を合わせて実施することにより、
従業員の皆様とご家族により豊かな生活を送っていただこうとする事業です。
現在、社会環境は、大変厳しい状況が続いておりますが、様々な面から皆様に
うるおいのある環境づくりをお手伝いさせていただきたく、職員一同、力を合わせて
まい進してまいりますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
尼崎市中小企業センターアイル事業案内
▼１．募っています
(1)若者向け創業セミナー＜ステップアップステージ＞
⇒ http://abiz.jp/event
【開催日】1 月 21 日、2 月 4 日・11 日・18 日・25 日、3 月 4 日(6 回コース)いずれも
日曜日
13:00-17:00（1/21 のみ 14:00-17:00）
【対 象】創業を考える 10～20 代の若者
【講 師】関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科 教授 定藤繁樹

氏 ほか

【参加費】無料
(2)新しいかたちの相談会「Ｂｉｚ－ＭｉＫＳ（ビズミクス）」
⇒ http://www.ama-in.or.jp/
【開催日】毎週木曜日

13:00-17:00（うち 1 時間程度、要予約）

【対 象】起業、経営、販路、人材育成など、ビジネスに関する「もやもや」
を抱えておられる方
【相談料】無料
(3)尼崎創業支援オフィスアビーズ
・利用者募集中！
⇒ http://abiz.jp/
【利用料】フリースペース：8,000 円／月 固定スペース：15,000 円／月
【対象者】創業をめざす方、新たな事業を始められた方
自宅以外に事業活動の場所が欲しい方、多様な業種の方と
交流を行いたい方

※創業後概ね 3 年未満の方

【対象業種】業種は問いません
(4)兵庫県よろず支援拠点のご案内
国が全国都道府県に設置した無料で何回でも利用できる経営相談窓口です。
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解決が困難な経営課題を支援チームでサポートします！
事前予約制で 1 社当たり 1 時間程度
【開催日】1 月 16 日・30 日、2 月 6 日・20 日、3 月 6 日・20 日 いずれも火曜日
ご予約:078-977-9085 月～金 9:00～17:00 祝除く
⇒ http://www.ama-in.or.jp/industrial/yorozu.pdf
⇒ http://web.hyogo-iic.ne.jp/
(5)「特許相談会」予約受付中
⇒ http://www.ama-in.or.jp/industrial/sub06.html
【開催日】原則 毎月第 4 火曜日
【相談料】無料
(6)「脳トレパソコンくらぶ」受講生募集中！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/human/pdf/nouama.pdf
【開催日】週 1 コース 月 4 回、週 2 コース 月 8 回
【受講料】週 1 コース 4,400 円、週 2 コース 8,000 円
(7)「パソコン教室」受講生募集中！
デジカメ講座や各種パソコン講座の受講生募集中！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf
問合先】パソコン講座受付事務局 TEL:06-7173-3123
▼２.尼崎市中小企業センターアイル施設案内
(1) A 大阪都心(キタ・ミナミ)から近い! 展示会・各種会議・研修会・各種パーティ
(10 名様から 300 名様)に…安全・安心・快適でより使いやすい当センターを
ご利用ください。
お部屋の見学も随時受け付けています。
研修会・会議のお弁当、パーティ料理等ご予算に応じて…ご相談ください。
予約・問合先 TEL:06-6488-0900・時間 9:00～20:00
⇒ http://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/301.pdf
B 料金表はこちら
⇒ http://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/kaikan28-4.pdf
C 駐車場料金 30 分 100 円・1 日最大(8:30～21:00)1,000 円
(2) 1 階レストラン「レストラン マキ」からのお知らせ
モーニング、ランチ、ケーキセットほか喫茶・パーティ料理・お弁当などを
ご提供しています。また、店舗は 17 時以後に貸切パーティ等でお使いいただく
こともできます。皆様のご利用をお待ちしています。
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営業時間 9:00～17:00
・しっかり朝食・モーニングサービス(エッグトーストセット\400)
⇒ http://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/asa.pdf
・ランチサービス(タイムラグサービス)
⇒ http://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/lunch.pdf
▼３.♪ハートプルからお知らせ ＜会員限定サービスです＞
New!
(1)ハッピードリームサーカス大阪・浪速公演チケット取扱い開始
ハートプル窓口にて販売中！ＳＳ席大人２,５００円（一般 3,000）
小人１,７００円（一般 2,000）
ＢＯＸ席大人２,８００円（一般 3,400）
小人１,９００円（一般 2,400）
Ｓ席ファミリーチケット（４名様まで）６,０００円（一般 7,000）
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibent3011.pdf
(2)各種ご案内
A 松竹映画「８年越しの花嫁 奇跡の実話」チケットを９９０円で販売中
B ユニトピアささやま ハートプル会員特典掲載
C ひょうご憩の宿 スタンプラリーのご案内
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibento3013.pdf
(3)「観劇・コンサート」
コンサート、ミュージカル、等話題の公演等多彩なジャンルをご案内！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibento3014.pdf
(4) その他 お知らせ
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no417.pdf
(5) いろんなサービスがぞくぞく登場!!手間ひまかけずに福利厚生を
充実するなら？…♪ハートプルでしょ！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/kyousai2.pdf
***** ハートプルでは会員様に各種チケットを販売・配布していますが、*****
***** これらチケット類の転売やネットオークション等への出品は固く *****
***** お断りしています。もし判明した場合、今後ハートプルでチケット*****
***** を取り扱えなくなる場合がありますのでご注意ください。
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****

▼４. いろいろご案内
New!
(1) 調査報告「事業所景況調査（平成 29 年 10 月～12 月期）
」
業況判断 DI は改善（製造業は規模を問わず改善、非製造業は卸売業のみ改善）
⇒ http://www.ama-in.or.jp/research/sub02.html#1
New!
(2) 尼崎倶楽部からのご案内！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
・第 394 回朝食会
【開催日】1 月 17 日(水) 8:00～9:00
【テーマ】
「最近の経済・金融情勢」
【講 師】株式会社日本政策金融公庫
尼崎支店長 谷口 大（たにぐち

ひろし） 氏

【参加費】会員：1,000 円 非会員：1,500 円
・懇話室のご利用方法などのお問い合わせは 事業課(06-6488-9501)まで
・尼崎倶楽部会員募集中！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
New!
(3) 兵庫職業能力開発促進センター(ポリテクセンター兵庫)からのご案内
～ご存知ですか!? 生産性向上支援訓練～
実践的な研修を一緒に実現しませんか!?（受講料 5,000 円/1 人・12 時間～）
お問合せ:ポリテク兵庫（梅田より 30 分！尼崎の公共訓練機関）
⇒ http://ur0.work/F2h1
New!
(4) 近畿経済産業局からのご案内
VOC・水銀 排出抑制セミナーin 尼崎」の開催について
－地球にやさしく、人にやさしい職場へ－
⇒ http://www.kansai.meti.go.jp/3-6kankyo/VOC/20180122/info.html
VOC とは、揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds）の略称で、塗料、
印刷インキ、接着剤、洗浄剤、ガソリン、シンナーなどに含まれるトルエン、
キシレン、ホルムアルデヒドなどが代表的な物質であり、光化学オキシダント
などによる大気汚染や作業環境での健康障害（シックハウス症候群、化学物質
過敏症）の原因の一つとされています。
本セミナーでは主に有機溶剤の使用や洗浄工程等における VOC 削減対策につい
て、初めて知る方にも身近に感じていただけるよう、地球環境への影響から、
作業者の健康面に配慮した衛生環境まで、コスト削減や作業環境の改善といっ
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た効果的な事例とともに紹介します。
また「水銀に関する水俣条約」を踏まえた、水銀排出施設における排出基準
の遵守などの大気排出規制が開始（平成 30 年 4 月）されることをうけ、大気汚染
防止法改正等の直近動向に加え、対応に向けたポイントや排出削減の実践事例
も紹介します。
【日 時】1 月 22 日(月) 13:30～16:30
【場 所】尼崎商工会議所 7 階 701 会議室
尼崎市昭和通 3－96 (阪神電車尼崎駅より徒歩 3 分)
【参加費】無料
【定 員】100 名（受付先着順・事前申込制）
【主 催】近畿経済産業局
【協 力】尼崎市、一般財団法人関西環境管理技術センター
【後 援】兵庫県（予定）
【内 容】
「VOC・水銀の大気排出抑制にかかる最新動向」
一般社団法人産業環境管理協会
環境管理部門 国際協力・技術センター所長 大野 香代 氏
取組事例 1（VOC）
～電解イオン水洗浄システムによる深呼吸できる職場環境づくり～
髙橋金属株式会社 執行役員 技術開発部長 西村 清司 氏
取組事例 2（水銀）
～工業プロセスにおける水銀排出抑制の取組と新規技術開発～
ダイソーエンジニアリング株式会社
取締役 生産技術本部長 菅 伸治

氏

「有機溶剤取り扱い職場の健康障害防止対策」
中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター
安全管理士

髙木 秀文 氏

【申込方法】 下記ホームページをご覧のうえ、お申し込みください。
⇒ http://www.kansai.meti.go.jp/3-6kankyo/VOC/20180122/info.html
【お問い合わせ先】
近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 環境・リサイクル課
担当：藤澤・井出 メールアドレス：kin-kankyo@meti.go.jp
電話番号：06-6966-6018 FAX 番号：06-6966-6081
New!
(5) 雇用労働センターからのご案内
第 10 回 公開セミナー＆雇用労働相談会の開催について
【日 時】1 月 26 日(金) 17:00～20:00 ※16:30～受付開始
【場 所】淀屋橋三井ビルディング（淀屋橋 odona）6 階研修室小
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大阪市中央区今橋四丁目 1-1 / 大阪市営地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 10 号出
口直結
【参加費】無料
【定 員】30 名（受付先着順・事前申込制）
【テーマ】
1 働き方多様化時代のマンパワーの有効活用」～さまざまな働き方のニーズに対応
した労務管理～
2 「ベンチャー企業の労働問題」～企業の成長過程に応じた対応のポイント～
【申込方法】 下記ホームページをご覧のうえ、お申し込みください。
⇒ http://kecc.jp/
【お問い合わせ先】雇用労働相談センター
メールアドレス：info@kecc.jp
電話番号：06-6136-3194 FAX 番号：06-6371-3195
New!
(6) 中小機構近畿からのご案内
ものづくり中小企業関西フォーラム～第 4 次産業革命「人」と「データ」は価値の源
～の開催について
【日 時】1 月 31 日(水) 13:20～17:15
【場 所】ブリーゼプラザ 7 階 小ホール
大阪市北区梅田 2-4-9 ブリーゼタワー
【参加費】無料
【定 員】100 名（受付先着順・事前申込制）
【プログラム概要】
基調講演：
「新しいものづくりのニュークリエーションを目指そう」
佐川眞人氏： NDFEB 株式会社 代表取締役
戦略的基盤技術高度化支援事業について
経済産業省 近畿経済産業局 地域経済部 産業技術課
企業発表：
「イノベーション創出と経営者の価値観」
塚本壽氏

：CONNEXX SYSTEMS 株式会社 代表取締役社長

立石豊氏

：株式会社シンコーメタリコン 代表取締役

山本憲吾氏：株式会社山本金属製作所 代表取締役社長
【申込方法】 下記ホームページをご覧のうえ、チラシ（PDF ファイル）裏面の参加申込
用紙をご記入いただき、FAX にてお送りください（FAX の送信先: 06-6264-8612）
⇒ http://www.smrj.go.jp/kinki/seminar/100205.html
【お問い合わせ先】中小機構近畿 経営支援部 連携推進課（杉原）
電話：06-6264-8619（平日 9 時～17 時）
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(7) 兵庫県からのご案内
県政 150 周年記念 県民連携事業募集
県民の皆様が企画・実施する創意工夫にあふれた様々な取り組みを支援
⇒ https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk44/kennsei150kennminnrennkei.html
(8) セーフティネット保証第 5 号の指定業種について（平成 29 年度第 3 四半期）
平成 29 年 10 月から指定業種が変わりました。
⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2017/1709205gou.pdf
・あまがさき技術サポート融資
アイデア、技術、製品を活用し、新たに事業化・製品化を図る個人・中小企業に
無担保で融資をあっせん
・尼崎エコサポートファイナンス
環境格付融資をあっせん（※連携金融機関対象）
・ソーシャルビジネス支援資金
社会的課題の解決を目的とした事業を営む中小企業者等に融資をあっせん
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