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新年あけましておめでとうございます。 

昨年は「リアル二刀流」の大谷翔平選手が大活躍し、世界を熱狂させました。 

大谷選手と同じくらい日本を湧かせた若者の代表は棋士の藤井聡太さんでしょう。 

将棋は経営と相通じるところがあるためでしょうか、 

経営者の皆様の中には将棋愛好家の方がたくさんいらっしゃいます。 

持ち駒は歩みの鈍い歩、他とは歩調を合わせない桂馬と香車、方向性が合わない副参謀である飛車

と角、頭角を現したと思った瞬間に相手に取られる金や銀…。 

「まるでウチの会社だよ」とぼやきたくなるような一癖も二癖もある駒を、如何に動かし勝ちにつ

なげるのか、という点が経営の醍醐味でもあり難しさでもあると感じます。 

将棋に勝つために大切なのは「先を読む力」だと言われますが、これほど難しいものはありません。 

コロナ禍の世界、そして我が国の経済が今後どうなっていくか、不確実な状況が今後も続くことが

予測されます。史上最年少で四冠を獲った藤井聡太さんは、定石にとらわれず、「いかに早く、どう

勝つか」を追求し、周囲が驚くような新手で勝利を呼び込む将棋を指すそうです。過去の成功にと

らわれずに「いかに早く、どう勝つか」を追求した自社ならではの一手を打つ、それが不確実な状

況の中でも勝つ経営に必要な心構えなのかもしれません。 

 

相場格言では「寅、千里を走る」にあたる本年。 

未知のウイルスを凌駕する力強い「寅」が世界を走り回り、 

若者が伸び伸びと活躍できる年となることを願っております。 

 

それでは、今月のメルマガ情報をお届けします。 

 

▼1.活性化機構からのご案内 

 New! 

 (1) あまがさき産業フェア 2022出展者募集開始！先着 120小間！ 

       

   2年ぶりとなる開催に向け、オンライン展示会も同時開催施するなど創意工夫を図る 

   とともに、様々な感染防止対策を講じながら、出展者・来場者・関係者が安心・安全 

   に参加できるよう各種事業を実施します。 

   締め切りは2月 28日(月)※募集小間数に達し次第、申込を終了させていただきます。 

    【開催日時】2022年 7月7日(木)・ 8日(金)の2日間 

    【開催場所】ベイコム総合体育館（尼崎市記念公園） 

        ・オンライン http://www.amafair.com/ 

    【内  容】新製品、伝統的・創造的技術技能を有した製品、技術、 

        及び with コロナに向け研究･開発した新たな製品・技術など 

    【申込方法】便利な web申込みは ⇒ http://www.amafair.com/ 

      皆様のご出展をお待ちしております。 

 New! 

（2) マッチングイベント「合同就職説明会」 

   一日で複数の企業担当者と話ができ、さらに求人広告では伝えることのできない 

   情報や企業の雰囲気を感じることができます！ 

   希望のお仕事に出会えるチャンス！ご来場お待ちしております！！ 

    【開催日時】1月 21日(金) 13:00～16:00 

    【開催場所】グンゼタウンセンターつかしん 4Fつかしんギャラリー 

http://www.amafair.com/
http://www.amafair.com/
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    【申  込】070-4126-3181 ／ 070-4126-4261 にお申し込みください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gousetu20220121.pdf 

 New! 

（3) 外国人材の活用に関心のある中小事業者向けセミナ－ 

   － 多様な個性と能力を新たな魅力と活力に！！－ 

    【開催日時】1月 24日(月) 9:30～12:30 

    【開催場所】尼崎市中小企業センター アイル 4階402号室 

    【内  容】・テーマ：在留資格制度及び外国人採用ルール等について(約 1.5時間) 

         講 師：ハローワーク梅田 大阪外国人雇用サービスセンター職員 

        ・テーマ：外国人とのコミュニケーションの取り方等について(約1時間) 

         講 師：尼崎市国際交流協会スタッフ 

    【定  員】先着 20名 

    【参 加 費】無料 

    【申込方法】「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ「FAX」でお申し込みください。 

                ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gaikoku1.pdf 

  【申込締切】1月 20日(木）17:00 締切（必着） 

    【問い合せ】（公財）尼崎地域産業活性化機構 (担当：岡村・西岡) 

        TEL 06-6488-9565 

 New! 

（4) 尼崎創業支援セミナー「タニタ創業家が語る事業承継」 

    ～何を守り、何を変革するのか？～ 

    ⇒ https://abiz.jp/event/ 

    【開 催 日】2月 14日(月) 15:00～17:00 

    【開催場所】尼崎市中小企業センターアイル 1階ホール 

    【講  師】ヘルスケアオンライン株式会社 代表取締役 

        東京慈恵会医科大学・神戸大学 外部講師 

         谷田 昭吾 氏 

    【定  員】申込先着順 現地参加：60名 

              オンライン参加：30名 

    【対  象】創業をお考えの方、関心をお持ちの方 

    【参 加 費】無料 

    【申 込 先】https://kip-amagasaki.jp 

（5)  尼崎創業支援オフィスアビーズ  

   利用者募集中！ 

     創業支援のためのシェアオフィスについては次のとおりです。 

     ⇒ https://abiz.jp/ 

    【利 用 料】フリースペース：8,000円(税込)／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。 

    【問い合せ】080-2505-8056 

（6)「起業プラザひょうご尼崎」スモールオフィス 

   利用者募集中！ 

     ⇒ https://kip-amagasaki.jp/ 

https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gousetu20220121.pdf
https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gaikoku1.pdf
https://abiz.jp/event/
https://kip-amagasaki.jp/
https://abiz.jp/
https://kip-amagasaki.jp/
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   中小企業センター アイル内の兵庫県の創業支援施設「起業プラザひょうご尼崎」 

   パーテーションで区切られたスモールオフィスが全 9室。 

     創業の拠点をお探しの方はぜひご活用ください。 

  【面  積】5.5～7.6平方メートル（全9室） 

  【利 用 料】15,000円(税抜)／月 ～19,200円(税抜)／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 10年未満の方  

  【対象業種】業種は問いません。 

    【問い合せ】080-2505-8056 

 (7) ギャラリーアイル（中小企業センターアイル 1階展示コーナー）出展募集中！ 

     製品を中小企業センターアイルで展示しませんか？ 

     年間使用料はLブース12,000円、Rブースは 6,000円です。 

     問い合せ 事業課 06-6488-9565 

 (8) 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。 

   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 

   ご予約:078-977-9085 月～金 9:00～17:00 祝除く 

   ⇒ https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu 

     サテライト相談所 開催場所・日程はこちら 

     ⇒ https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2021_7.pdf 

 (9) 尼崎市中小企業センター アイル パソコン教室からのお知らせ 

  ・「脳トレパソコンくらぶ」 

   ⇒ https://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 

  ・「パソコン教室」 

   デジカメ講座や各種パソコン講座 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf 

    【問い合せ】パソコン講座受付事務局 TEL:06-7173-3123 

 

▼２. 活性化機構の事業報告 

 New!  

   (1) 調査報告「事業所景況調査（令和 3年10-12月期）」 

    業況判断DIは、業況判断 DIは、全産業、製造業、非製造業で改善。 

 

   <ポイント> 

      ・出荷額・売上高等DI 全産業、製造業、非製造業で改善。 

   ・(原材料)仕入価格DI  全産業、製造業、非製造業で大幅な上昇。 

   ・収 益 DI       全産業、非製造業で改善。製造業で悪化。 

 

   詳しくは 

    ⇒ https://www.ama-in.or.jp/research/sub01.html#1 

 

https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/nouama.pdf
https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf
https://www.ama-in.or.jp/research/sub01.html%231
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▼３．尼崎市中小企業センターアイル施設案内 

  当センターにおける一時貸室等のご利用につきましては、3密の回避や消毒の徹底 

  など感染防止対策を継続して実施致しますのでお客様にはご不便ご迷惑をおかけ致 

  しますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  お問い合わせは事務局(06-6488-0900)へお願いします。 

   ご利用について 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/about/pdf/korona(annnai).pdf 

 

 ※一時貸室等の利用規約の一部を改定致しました。 

   利用規約 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8kiyaku.pdf 

 

 ※Wi-Fiが使えるようになりました！ 

  ホール・貸会議室のご利用の方は Wi-Fiによる無料のインターネット接続を 

  パソコン、タブレット、スマートフォンなどの端末からご利用いただけます。 

  ご希望の場合は3階受付窓口またはお電話でのご予約時にお申し付けください。 

 

  (1) A センター案内 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/rental_use.html 

 

    B 料金表はこちら 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8heya.pdf 

   ⇒ https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8setubi.pdf 

 

    C 駐車場 料金：30分100円（1日上限1,000円）利用時間：8:30～21:00 

 

  (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。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。営業時間：9:00～17:00 TEL：06-6488-0555 

 

▼4.♪ハートプルからのお知らせ ＜会員限定のサービスです＞ 

     いろんなサービスがぞくぞく登場！！ 

   福利厚生を充実させるなら「ハートプル」をご活用ください。 

     ☆詳細は共済ニュース「ハートプル」令和 4年1月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no465.pdf 

     ☆「ハートプル」ホームページ トップページ 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/ 

 

  ※新型コロナの影響により、ご紹介している事業や行事が中止、延期等になる場合 

  がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 

    お問い合わせはハートプル事務局（TEL：06-6482-5591）へお願いいたします。 

 

  (1) 祝2022年！ハートプルより新春お年玉プレゼント♪ 

   日頃の感謝を込めて豪華賞品をご用意しました！どしどしご応募ください！ 

https://www.ama-in.or.jp/about/pdf/korona(annnai).pdf
https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8kiyaku.pdf
https://www.ama-in.or.jp/guide/rental_use.html
https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8heya.pdf
https://www.ama-in.or.jp/guide/pdf/R2-8setubi.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no465.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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   プレゼントの応募は共済ニュース 1ページ下のＦＡＸ用応募用紙または 

   ハガキでご応募ください。応募多数の場合は抽選となります。 

    

      A 2022年カレンダー 

    国立文楽劇場 卓上×3 

    東京ディズニーリゾート 壁掛け×1 

    宝塚歌劇 壁掛け×2 

    

      B 劇団四季公演チケット 

    アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート「アンマスクド」 

    神戸公演 1月26日（水）18：30開演 

        神戸国際会館こくさいホール Ａ席×10名 

    ファミリーミュージカル はじまりの樹の神話 こそあどの森の物語 

    尼崎公演 3月14日（月）18：30開演 

     あましんアルカイックホール 大人Ａ席×10名 子どもＡ席×10名 

    

      C カタログギフト「日本の贈り物」 

    梅（うめ）3,800 円（税込 4,180 円）×10名 

    雑貨74点 グルメ86点 総点数160点 

    47都道府県が誇るそれぞれの土地ならではの逸品をお届けします。 

    

      D ハートプル提携施設チケット 

    グンゼスポーツクラブつかしん施設利用券×5名 

    サンシビック尼崎プール利用券 大人×5名 小人×5名 

    ハーティ21プール利用券 大人×5名 小人×5名 

    つかしん湯の華廊 一般大人入浴券×5名 

    

      E 映画券・商品券 ほか 

    こども商品券 3，000円分×5名 

    塚口サンサン劇場映画鑑賞券 大人券×5名 小人券×5名 

    湯快リゾート 1，000円OFFチケット2枚＆アロマシール 1枚×11名 

 

  (2) 窓口にて招待券・優待券配布中 

    

      A 関西サイクルスポーツセンター入場招待券 

        配布方法：ハートプル窓口にて先着順（1枚でおひとり様入場無料） 

        配布期間：12 月上旬～無くなり次第終了 

    有効期限：2022年3月21日（月・祝）まで 

    

      B 2021ウィンターキャンペーン特別優待券 

        配布方法：ハートプル窓口にて先着順（1枚につき4名まで利用可） 

    配布期間：11月下旬～無くなり次第終了 

    有効期限：2022年2月28日（月）まで 

 

  (3) 六甲山スノーパーク入園引換券販売中 
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    販売期間：11月26日（金）～2月28日（月） 

    営業期間：12月 4日（土）～3月 6日（日） 

    料  金：入園引換券大人券 1,580 円（一般 2,200円） 

         入園引換券小人券： 820円（一般 1,100円） 

    利用方法：購入した入園引換券で現地入口チケット販売窓口にて入園券と 

    引き換えてください。※現地で追加料金を頂く場合がございます。 

       ⇒ https://www.rokkosan.com/ski/ 

 

  (4) 日帰りバスツアー（ ㈱タビックスジャパン主催） 

   ～ＧＯＴＯで若狭ふぐを！びっくり料金と活ふぐのフルコースを召し上がれ～ 

      日  程：2022年 2月12日（土）日帰り 

      集合場所：尼  崎 8：00  

   料  金：会 員 7,400円／会員家族大人 7,900円 

        会員家族子供（ふぐ料理）7,400円・（お子様用ランチ）3,900円 

        非会員大人 8,900円 

        非会員家族子供（ふぐ料理）8,400円・（お子様用ランチ）4,900円 

   申込期限：1月 20日（木）まで 

   申込方法：共済ニュース 2ページ下の申込欄に記入の上、申込先担当旅行社の 

        ㈱タビックスジャパン（FAX：079-223-2333）へ直接お申込み 

        ください。旅行社から確認書と請求書が郵送されます。 

 

  (5) コンサート・観劇 

   「島津亜矢コンサート 2022」※申込1/13(木)まで 

    2月19日（土）17：00開演 

    神戸国際会館 こくさいホール S席 5,000円 

   「木村大×榊原大 ギターコンサートVol.8」※申込1/20(木)まで 

    2月27日（日）15：00開演 

    あましんアルカイックホール・オクト 全席指定 3,500円 

   「早春松竹お笑い寄席 in大阪松竹座」※申込1/19(水)まで 

    2月15日（火）／16日（水） 14：00開演／18：00開演 

    大阪松竹座 1等席（1階または2階席） 1,500円 

   「三月花形歌舞伎」※申込 1/19(水)まで 

    3月 7日（月）／13日（日） 午後の部 15：30開演 

      10日（木）／13日（日） 午前の部 11：00開演 

    南 座 1等席（1階または2階席） 5,000円 

   申込方法：共済ニュース 4ページ目下の FAX用応募用紙またはハガキで 

        お申込みください。※各申込締切日厳守 

 

  (6) 令和3年度ハートプルボウリング大会結果 

   10月22日(金)・29日(金) ラウンドワンJR尼崎駅前店 

   チーム戦 優勝：チーム「ロワール美容室」ロワール美容室  188点 

        ２位：チーム「和田精工㈱Ｂ」 和田精工株式会社 165点 

        ３位：チーム「和田精工㈱Ａ」 和田精工株式会社 159点 

   個 人 戦 優勝：ロワール美容室  山口 圭子 様 389点（HDCP+50） 

        ２位：和田精工株式会社 青木 徹  様 366点 

https://www.rokkosan.com/ski/
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        ３位：ロワール美容室  渋谷 晴美 様 366点（HDCP+50） 

   ブービー 賞  ：福村整体院    福村 直哉 様 219点 

      9チーム総勢19名にご参加いただきました！ありがとうございました！！！ 

 

  (7) 今年はハートプル設立 50周年！ご紹介キャンペーン実施中！！ 

   ハートプル会員様よりご紹介された新規加入事業所に、 

   1,000円分×入会者数分、ご紹介頂いた既存会員様へ 5,000円分の 

   クオカード進呈！ 

   但し審査の結果、加入およびご紹介自体をお断りすることがございます。 

   ※その他詳しくは共済ニュース 1ページ目をご確認ください。 

   ※キャンペーンへのお申込み希望の方は共済ニュース 3ページ目下のご紹介カー 

    ドにご紹介者様・ご紹介先の事業所情報をご記入の上FAX、または郵送でお 

    送りください。 

 

  (8) ハートプルのＷｅｂサービス「ハートプルクラブ」 

   「ハートプルクラブ」は会員様とそのご家族に約 20万の豊富なメニューを便利 

   に利用していただけるサービスです。ハートプルクラブのご登録がまだの方は 

   今すぐお手持ちのパソコン、スマートフォンからご登録へ！ 

 

▼5. いろいろご案内 

 New! 

   (1) 尼崎倶楽部会員募集中！ 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/ 

    ・第429回朝食会 

      新型コロナウイルス感染症予防対策を講じて開催します。 

  【開 催 日】1月 19日(水) 8:00～9:00 

  【場   所】尼崎市中小企業センター アイル 1階ホール 

  【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 林 武 志 氏（はやし たけし） 氏 

   【参 加 費】会員：1,000円 非会員：1,500円    

   ・お問い合わせは事業課(06-6488-9534)まで 

  New! 

   (2) 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 

     人材育成にお困りではありませんか？ 

     ポリテクセンター兵庫では“人材育成”のサービスを提供しています。 

    【人材育成】～はたらくあなたと、企業の人材育成を応援します～ 

    ・在職者訓練 

       生産現場が抱える課題を『能力開発セミナー』が解決します！ 

       ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html 

     （コース紹介） 

      「シーケンス制御による電動機制御技術」（2/8,9,10） 

       有接点回路を設計したい方！   

       ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A401-002-A9.html 

      「ネットワーク工程管理実践技術」（2/8,9） 

https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A401-002-A9.html
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       ネットワーク工程表を知りたい方！    

       ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/C301-030-A.html 

   ・生産性向上支援訓練 

      企業が抱える課題や人材育成ニーズに対応した職業訓練を実施中！ 

       ※受講生募集中！(¥2,200～¥3,300 / 6H～12H)  

       ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html 

     問い合わせ先 TEL： 06-6431-7277（在職者訓練） 

                        06-6431-8205（生産性向上支援訓練） 

 New! 

   (3) 阪神総合法律事務所/いしい特許事務所からご案内 

    「専門家が行うがんばる会社応援セミナー シリーズ第10弾」 

   ～ゲスト講師を招いて、新たな分野も幅広く切り込みます～ 

     ⇒ https://www.patishii.jp/contact3/index.html 

    【開 催 日】2月 18日(金) 18:30～ 

        ・第一部 18:30～19:15 

             貿易リスク回避はどう考えますか？ 

        ・第二部 19:20～20:05 

             社員間のトラブルどのような対応をすべきか？ 

             セクハラ・パワハラでのトラブルの解決方法 

    【開催場所】尼崎市中小企業センターアイル 5階研修室 

    【参 加 費】・2,000円 会場参加のみ 

        ・4,000円 懇親会（セミナー終了後に開催予定）     

     ＊質疑応答時間を設け、貿易・法律の簡単なご相談も受け付けます。  

 New! 

  (4) 尼崎市からのご案内 

     受付期限を延長しました！！  

     （受付期限を令和 4年1月31日まで延長～当日消印有効） 

     ※ご注意※  予算に限りがございますので、なるべくお早めに申請いただきますよう 

   お願い申し上げます。 

     新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少に直面している事業者であるものの、 

   売上減少の要件等により国や県の支援金の対象とならない事業者に対して、 

     尼崎市が独自に事業継続に向けた支援金を給付します。 

   支援金の給付は 1事業者等1回限りです。なお、法人においては同一事業者の経営で 

     あっても法人格が別の場合は給付対象となります。 

      ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026324.html 

       ・尼崎市雇用促進奨励金 

      新型コロナウイルス感染症の影響により市内の雇用情勢が悪化している状況におい 

      て、市民の雇用機会の創出及び市内事業所の人材確保を図るため、求職者を雇い入れ、 

      一定期間雇用した者に対し、予算の範囲内において尼崎市雇用促進奨励金を支給します。 

      ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026086.html 

    ・尼崎市創業支援事業 

      新型コロナウイルス感染症の影響下において、新しい生活様式や新しい働き方等の 

      変化が生まれている中、新たなビジネスにチャレンジする創業者、第二創業者を 

      対象に、創業時に要する経費の一部を補助します。 

      ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006269/1006306.html 

https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/C301-030-A.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
https://www.patishii.jp/contact3/index.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026324.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026086.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006269/1006306.html
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   ・セーフティネットについて 

      ⇒  https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html 

 New! 

      ５号の指定業種（令和 4年1月1日～令和 4年3月31日） 

   ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/211228_5gou02.pdf 

  (5) 兵庫働き方改革推進支援センターからのご案内 

   中小企業の「働き方改革」応援します。 

   働き方改革の施工に伴い、中小企業の法改正への対応を推進する目的で、 

   専門家を企業に派遣する訪問支援を行っています。 

   お気軽にご利用ください。 

   ⇒ https://public.lec-jp.com/hataraki-hyougo/ 

   ＊問い合せ TEL：0120-79-1149 

 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/211228_5gou02.pdf
https://public.lec-jp.com/hataraki-hyougo/

