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暦の上では立春となりましたが、ひときわ寒い日が続いています。 

皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

さて、来る4月に、企業活動や働き方に関わる複数の法律が、施行あるいは中小企業にも適用され

ます。 

 

◇改正労働施策総合推進法 

 「職場のパワーハラスメント防止措置」の義務化 

   →令和４年４月より中小企業にも適用 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf 

  https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf 

◇育児・介護休業法の改正の段階的施行 

 →令和４年４月より施行 

  ・育児休業を取得しやすい雇用環境整備 及び 

 妊娠・出産（本人・配偶者）の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義

務付け 

  ・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 

 

 →令和４年１０月より施行 

  ・男性の育児休業取得促進のための柔軟な出生時育児休業の枠組みの創設 

  ・育児休業の分割取得 

 

 →令和５年４月より施行 

  ・育児休業取得状況の公表 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 

 

◇女性活躍推進法の改正 

 →令和４年４月より、常時雇用する労働者が 101人以上の企業にも適用 

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html 

 

◇令和2年改正個人情報保護法の施行 

 →令和４年４月より 

  https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/ 

  https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje0000012r9h.html 

 

対応はお済みでしょうか。 

まさしく対応の準備をしている、あるいは、検討中という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 

 

これからでも相談したいという方、次の窓口で相談ができます。 

労働条件に関することは、兵庫労働局指導課（電話:078-367-0820）。 

労働条件、その他経営に関することは、兵庫県よろず支援拠点（阪神南エリア サテライト／場所:

尼崎市中小企業センター、電話:078-977-9085） 

 

どうぞご活用ください。 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/
https://j-net21.smrj.go.jp/news/tsdlje0000012r9h.html


   

2 

▼1.活性化機構からのご案内 

 (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。 

（2) 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 オンライン参加のみ：100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 

（3) 第5回あまがさきビジネスプランコンテスト最終審査会 

      第5回あまがさきビジネスプランコンテストの最終審査会を開催いたします。 

   現地とオンラインのハイブリット開催を予定しております。 

      一般の方もご観覧いただけます。ぜひご参加ください！ 

     * 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】3月 1日(火) 14:00～17:35 

    【開催場所】尼崎市中小企業センターアイル 1階ホール 

  【定  員】申込先着順 現地参加：50名/オンライン参加：100名 

    【参 加 費】無料 

    【申 込 先】https://abiz.jp 

   ※2月7日よりお申込みを開始いたします。 

（4)  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。 

http://www.amafair.com/
http://www.amafair.com/
https://abiz.jp/event/
https://kip-amagasaki.jp/
https://abiz.jp/
https://abiz.jp/
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    【問い合せ】080-2505-8056 

（5)「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/ 

   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 

 (6) 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 

 (7) 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 

 (8) 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．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。 

https://kip-amagasaki.jp/
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2021_7.pdf
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/about/pdf/korona(annnai).pdf
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   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 

 

▼３.♪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2月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no466.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。 

 

  【1P】★宝塚歌劇観劇と宝塚ホテルでの食事 

     宝塚雪組公演 S席の観劇チケットと宝塚大劇場オフィシャルホテルの 

     宝塚ホテルでのランチがセットになった特別プランです。 

   ●宝塚歌劇雪組公演【大江戸スクランブル『夢介千両みやげ』】 

        【日程】令和 4年3月20日(日) 

    【募集人数】50名 

    【場所】宝塚市 宝塚大劇場及び宝塚ホテル  

        ビュッフェ＆カフェレストラン「アンサンブル」 

    【スケジュール】10：15(宝塚大劇場)→11：00(観劇)→ 

            14：30頃～(宝塚ホテル・レストラン)→自由解散 

    【料金おひとり】会員   11,250円 

            会員家族 11,750円 

            非会員  12,750円 

    【申込方法】共済ニュース 1P下の申込書に記入の上、担当旅行社(毎日新聞 

          大阪開発株式会社)へFAX(06-6346-8801)でお申込みください。 

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_no466.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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    【申込期限】令和4年2月20日(日)    

     ※旅行社から確認書と請求書が郵送されます。 

  【2P】★お食事＆温泉入浴の利用補助券配布 

    【補助券内容】1,000円分の利用補助券を 1会員につき1回限り3枚まで 

    【配布開始日】2月3日(木)AM9：00から先着順、準備枚数なくなり次第終了 

    【利用期間】2月5日(土)～3月21日(月・祝日) 

    【申込み・利用方法】ハートプル窓口で、会員証をご提示のうえ申込書に必要事 

              項をご記入いただき利用補助券をお受け取りください。 

              補助券お受け取り後は下記の対象施設で[利用補助券]を 

              精算時に提出し、料金をお支払いください。 

   ●都ホテル尼崎【レストランアゼリア ランチブッフェ 

           ランチ営業時間11：30～14：30】 

    【補助券持参料金】平 日：大人(中学生以上)   1,340円 

                 小学生         620円 

                 幼児(4歳～小学生未満)  400円 

             土日祝：大人(中学生以上)   2,150円 

                                 小学生        1,160円 

                 幼児(4歳～小学生未満)  580円    

                 ※3歳以下無料 

   ●神戸みなと温泉 蓮【お食事処 水連 天然温泉とみなと御膳のプラン 

              提供時間11：00～22：00】 

    【補助券持参料金】平 日：大人(中学生以上)   4,465円 

             土日祝：大人(中学生以上)   5,015円    

                 ※中学生未満利用不可 

   ●大江戸温泉物語 箕面温泉スパーガーデン【入浴＆ランチバイキング(75分)  

                        ランチ営業時間11：30～14：00】 

    【補助券持参料金】平 日：大人(中学生以上)   1,650円 

                 小学生        1,100円 

                 幼児(3歳～小学生未満)  400円 

             土日祝：大人(中学生以上)   1,650円 

                                  小学生        1,100円 

                 幼児(3歳～小学生未満)  400円    

                 ※2歳以下無料 

                                  ※大人のみ別途入湯税 75円 

   ●ホテルヒューイット甲子園【オールデイダイニング ポモドーロ】 

             ランチ 営業時間 11：30～15：00 受付終了14：00 

             ディナー営業時間 17：30～21：00 受付終了19：30 

    【補助券持参料金】全日ランチブッフェ 

                 大人(中学生以上)   1,250円 

                 シニア(65歳以上)    800円  

                 小学生         260円 

                 幼児(4歳～小学生未満)  130円 

             土日祝ディナーブッフェ 

                 大人(中学生以上)   1,250円 

                                  シニア(65歳以上)    800円 
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                 小学生         260円 

                 幼児(4歳～小学生未満)  130円    

                 ※3歳以下無料 

 【3P】★いちご狩り 利用補助券配布 

    【補助券内容】1,000円分の利用補助券を 1会員につき1回限り4枚まで 

    【配布開始日】2月3日(木)AM9：00から先着順、準備枚数なくなり次第終了 

    【利用期間】 2月5日(土)～4月30日(土) 

    【補助券持参料金】大人(中学生以上)       1,200円 

             小人(4歳以上～小学生まで)     650円 

             幼児(1～3歳まで)         220円    

             ※1歳未満無料 

    【申込み・利用方法】ハートプル窓口で、会員証をご提示のうえ必要枚数の 

              利用補助券をお受け取りください。 

              いちご狩りをご利用される場合、HPの予約フォームから 

              予約のうえ、当日入園時に[利用補助券]を提出し、 

              料金をお支払ください。 

   ●いちご1CHIJYU FRUIT FARM 

    〒666-0231 兵庫県猪名川町上阿古谷字縄手674 

    ☎072-743-9105 

    受付時間：10：00～15：00 

    定休日 ：月曜 

  【4P】★コンサート・観劇 

    【申込方法】共済ニュース 4P下のFAX用申込み用紙またはハガキでお申込み 

          ください。 

   ●こくさいホール映画音楽コンサート 

    ～映写室からの贈り物 関西フィル弦楽オーケストラ～ 

    【公演日時】3月20日(日)15：00開演(14：00開場) 

    【料金】全席指定1,000円 

    【チケット引渡期間】3月1日(火)～10日(木) 

    【会場】神戸国際会館 こくさいホール 

    【申込締切日】2月15日(火) 

     ※4歳以上チケット必要、3歳以下入場不可 

   ●Osaka Shion Wind Orchestra～第141回定期演奏会～ 

    【公演日時】3月26日(土)14：00開演(13：00開場) 

    【料金】S席 3,500円 

        A席 2,600円 

    【チケット引渡期間】3月11日(金)～17日(木) 

    【会場】ザ・シンフォニーホール 

    【申込締切日】2月21日(月) 

     ※未就学児入場不可 

   ●宝塚歌劇星組公演  

    ミュージカル・エトワール 

    『めぐり会いは再び next generation-真夜中の依頼人 

     (ミッドナイト・ガールフレンド)-』 

    レビュー・エスパーニャ 
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    『Gran Cantante(グラン カンタンテ)!!』 

    【公演日時】4月28日(木)13：00開演(12：30開場) 

          5月 7日(土)11：00開演(10：30開場) 

    【料金】S席 7,800円 

    【チケット引渡期間】4月7日(木)～18日(月) 

    【会場】宝塚大劇場 

    【申込締切日】2月17日(木) 

   ★家庭用常備薬あっせんのお知らせ＜白石薬品株式会社＞  

    【申込方法】事業所毎にお送りしています「家庭用常備薬等斡旋申出書」 

          を事業所で取りまとめて、白石薬品株式会社へ直接お申込み 

          ください。 

    【申込締切日】2月21日(月)までに白石薬品株式会社に必着 

    【納品予定日】3月上旬頃 

    【取扱業者】白石薬品株式会佐 TEL072-961-7471(ハートプル係) 

 

♪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！ 

 

▼4. 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430回朝食会 

      2月の朝食会は兵庫県下におきまして「まん延防止等重点措置」期間のため 

   中止します。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

   ・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） 

        「オペアンプ回路の設計・評価技術」（3/2,3） 

          オペアンプを用いた回路設計をしたい方！ 

         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A301-008-A1.html 

        「マイコン制御システム開発技術」（3/8,9,10） 

          RX マイコンを使用して制御システムを構築しよう！ 

         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A402-024-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！ 

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/A301-008-A1.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A402-024-A.html
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       ※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） 

   (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   

   ＊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。  

  (4) 尼崎市からのご案内 

    ・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 

  (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://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/yusi_sonota/safetynet/index.html
https://public.lec-jp.com/hataraki-hyougo/

