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新年あけましておめでとうございます。謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

 思い起こせば、一回り前の卯年にあたる 2011年は東日本大震災が発生し、円相場が１ドル 75円 32銭を記録

した年でした。世の中は常に誰も予想もしなかったような変化が次々と起こってくるものだとあらためて感じま

す。 

 さて、今年の NHK 大河ドラマは「どうする家康」。「ピンチの連続の中で自らの弱さに歯がゆさを感じつつも、

家臣たちとの絆を深め、一体感あふれるチーム徳川をつくりあげていくひとりの若者の物語（NHK 公式サイトよ

り）」だそうです。経営者の皆様の中には、正解が分からない状況下で「どうする!?」と決断を迫られ必死に生き

抜いていく家康像に、自らを重ね合わせる方も多いのではないかと思います。 

 この家康は「戦いでは強い者が勝つ。辛抱の強い者が。」という名言を残しています。会員の皆様がそれぞれ辛

抱強く経営に取り組まれている中、当機構は皆様にきめ細かな支援を行い、地域経済の活性化に向け全力で取り

組んでまいります。 

 皆様におかれましてはこの１年が飛躍の年になりますようお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきま

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）「防災スタンプラリーin三和～身近なモノから学ぶ非日常の世界～」のご案内    

   尼崎市、三和本通商店街振興組合、関西大学社会安全学部減災政策研究室と連携して、 

     避難所生活経験者が語るモノに関する話から、防災について学び、考えるために、 

     クイズラリー型イベント「防災スタンプラリーin三和」を開催します。 

   クイズの答えとなるモノが置いてある店を見つけるとスタンプがもらえます。 

   全６問に正解すると、商店街で使用できる最大 5,000円分の商品券が当たる抽選会に参加できます。 

   オープニングセレモニーでは神戸発・防災ユニットの Bloom Worksによるライブ演奏もあります！ 

   ご家族やお子様などと一緒に防災について考えるきっかけにしてみませんか。たくさんの方のご 

     参加をお待ちしています！ 

   【開催日時】1月14日(土)10:30～16:30 

               （10:30～11:00オープニングセレモニー、11:00スタンプラリー受付開始、最終受付 15:00） 

   【開催場所】三和本通商店街一帯（受付は商店街事務所前） 

   【特    典】商店街で使える 300円分の商品券＆防災デザイントートバッグ（先着 100名） 

               また、スタンプをすべて集めると抽選会に参加可能！ 

   【参 加 費】無料 

   【詳    細】尼崎市ホームページ 

⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/b_event/1032924.html 

   【問い合せ】事業課 06-6488-9565 

 

 New! 

 (2) あまがさき産業フェア 2023 1/15より出展者募集を開始します！    

   ものづくりを通して蓄積した経験、知識技術を駆使し開発した新製品・新技術を広く内外へ紹介し、 

   活発な商取引や技術交流へと発展させていくことを目的に展示会「あまがさき産業フェア 2023」を 

   開催します。 

   開催に際してはオンライン展示会も同時開催施するなど、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(火)※募集小間数に達し次第、申込を終了させていただきます。 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/b_event/1032924.html
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    【開催日時】2023年 7月 6日(木)・ 7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 https://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 

    【募集小間数】150ブース ※募集小間数に達し次第、申込を終了させていただきます。 

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

      皆様のご出展をお待ちしております。 

 

 New! 

 (3) 「女性のための起業開業 お金の不安疑問すっきりセミナー」のご案内  

    本セミナーでは、会計・経理の知識がほとんどなくても、対応できる帳簿のつけ方 

    や領収書の保管法など、事業主として基本的なお金の管理方法をご紹介します。 

    ラクラク簡単！お金の管理。表計算式のオリジナル帳簿をプレゼント！ 

    【開催日時】1月18日(水) 10:00～11:00 

  【開催場所】尼崎創業支援オフィスアビーズ（尼崎市昭和通 2丁目6-68 尼崎中小企業センター３F） 

  【講  師】しなやかライフ研究所 ファイナンシャルプランナー 

         小谷 晴美 氏 

  【定  員】先着8名 

  【参 加 費】無料 

   【問い合せ】080-2505-8056 （受付時間9:00～17:00） 

           募集案内  ⇒ https://abiz.jp/event/ 

 

 New! 

 (4) 「女性のためのサロン・教室・託児所開業 オンライン相談会」のご案内  

    好きなことで楽しく自由な働き方を! 

      「サロン・教室を開業したい」「託児所を開業したい」。初めてのことも多く、まず何 

      から始め、行動したらいいのか悩む方も多いのではないでしょうか？  

      あなたの開業という目標を現実にするため、まずは相談することで一歩、踏み出してみませんか？ 

    【開催日時】1月18日(水) 2月15日(水)  3月15日(水) 各 10:00～・11:00～・12:00～ 

                ＊上記、日にち・時間帯のうち 1回 

  【開催場所】オンライン 

  【講  師】アビーズ専門相談員 和田 千咲 氏 

  【定  員】先着 各回 1名 

  【参 加 費】無料 

   【問い合せ】080-2505-8056 （受付時間9:00～17:00） 

           募集案内  ⇒ https://abiz.jp/event/ 

 

 New! 

 (5) 「女性のための ココロをサっとつかむプロフィール動画作り講座」のご案内  

    セミナーでは、ジブンらしさを武器にして、理想のお客様を引きつけるときに効果を 

       発揮するプロフィールを動画で情報発信する基本的な PR手法や制作方法、ポイントな 

       どを紹介します。今後の「動画マーケティング」でご活用いただける考え方やテクニ 

       ックにも役立ちます。 

       参加特典：オンラインによる動画相談（先着5名、60分） 

    【開催日時】1月25日(水) 10:00～11:00 

https://www.amafair.com/
https://abiz.jp/event/
https://abiz.jp/event/
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  【開催場所】尼崎創業支援オフィスアビーズ（尼崎市昭和通 2丁目6-68 尼崎中小企業センター３F） 

  【講  師】エムズスコープ代表 小田根 実穂 氏 

  【定  員】先着8名 

  【参 加 費】無料 

   【問い合せ】080-2505-8056 （受付時間9:00～17:00） 

           募集案内  ⇒ https://abiz.jp/event/ 

 

 New! 

 (6) 「外国人材の活用に関心のある中小事業者向けセミナー」のご案内  

    在留資格制度や採用ルール、職場環境づくりやコミュニケーションの取り方など、 

   外国人材の活用に必要な基礎知識や留意点についてご説明します。 

    参加費は無料です。ぜひこの機会に新たな人材活用をご検討してみませんか！ 

    【開催日時】1月26日(木) 9:30～12:00 

  【開催場所】尼崎市中小企業センター アイル 4階401号室 

  【定  員】先着20名 

  【参 加 費】無料 

   【問い合せ】事業課 06-6488-9565 

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

           参加申込書 ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gaikoku2.docx 

 

 (7) 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 

 

 (8)「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 

  

https://abiz.jp/event/
https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gaikoku1.pdf
https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gaikoku2.docx
https://abiz.jp/
https://kip-amagasaki.jp/


   

4 

 (9) 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。 

      募集チラシ ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gallery.pdf 

    【問い合せ】事業課 06-6488-9565 

 

 (10) 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_202209.pdf 

 

 (11) 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 

  ・「パソコン教室 -楽しいパソコンクラス -」 

   パソコン入門・インターネット・メール・年賀状・資格対策・ 

   Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔなど 

  ・「スマホ・タブレット マンツーマンクラス」 

   電話のかけ方と受け方・文字入力・メール・ＬＩＮＥ 

   インターネット・アプリ取得など 

  ・「デジカメ教室 - プロから学ぶデジカメ講座 -」 

   デジカメ撮影技術 

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

  ・その他、各種パソコン講座あります！ 

    【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 4年10-12月期）」 

    業況判断DIは3期連続改善。仕入価格の高騰が未だ課題。従業員の不足感も上昇。 

 

   <ポイント> 

      ・出荷額・売上高等DI・・・全産業、非製造業で改善。製造業で大幅に改善。 

      ・ (原材料)仕入価格 DI・・・全産業、非製造業で上昇。製造業で低下。依然高水準。 

      ・従業員の過不足DI・・・全産業、製造業、非製造業のいずれも不足感が上昇。 

 

   詳しくは 

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

 

  ☆中小企業センター１階電子掲示板にて結果概要を公開中！！ 

 

▼3．尼崎市中小企業センターアイル施設案内 

 

https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gallery.pdf
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_202209.pdf
https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf
https://www.ama-in.or.jp/research/sub01.html
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  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 5年1月号をご覧ください。 

     （２ 色 版）⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no478.pdf 

     （カラー版）⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no478_color.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）へお願いします。 

 

  【1P】 祝2023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_no478.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no478_color.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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     【2023年カレンダー】 

      国立文楽劇場カレンダー 卓上×1(縦15㎝×横18㎝)、壁掛×1(縦40.5㎝×横30㎝) 

      東京ディズニーリゾートカレンダー 壁掛け×1(横36cm×縦26cm) 

      宝塚スターカレンダー 壁掛け×2(B2判/13枚) 

      阪神タイガース公式カレンダー 壁掛け×3(A2判 天地610mm×左右420mm/14枚) 

 

     【グルメ系カタログギフト】 

      選べる和牛カタログギフト    健勝(けんしょう)5,000円分（税込 5,500円）×10 

      都道府県グルメ 47CLUBリンベル  森(もり)コース  3,500円分（税込 3,850円）×10 

      北海道グルメ北海道七つ星ギフト ピリカコース   4,000円分（税込 4,400円）×10 

    

     【スポーツ施設利用券】 

      グンゼスポーツクラブつかしん 施設利用券  (大人・小人共通）        2枚分×10 

      サンシビック尼崎       プール利用券(大人(高校生以上))       2枚分×10 

      ハーティ21                   プール＆トレーニング利用券(15歳以上) 2枚分×10 

    

     【映画券・劇場鑑賞券・商品券】 

      松竹系映画鑑賞券              ペア5組 

      よしもと直営劇場 祇園花月 予約指定席引換券 ペア5組 

      こども商品券               トイカード3,000円分×10 

 

     【応募方法】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。 

 

     【応募締日】1月20日(金)16時必着 

 

 【2P】コンサート・観劇案内① 

 

     〇細川千尋 ジャズ・トリオ Broadway Jazz Grooves 

     【公演日時】2月25日(土) 14：00開演 

     【料    金】全席指定 4,000円（一般5,500円） 

     【会    場】あいおいニッセイ同和損保 ザ・フェニックスホール 

     【申込締日】1月19日(木)まで 

 

     ●木村 大 × 小松亮太 ギターコンサート Series Vol.9 

     【公演日時】2月19日(日) 15：00開演 

     【料    金】全席指定 4,500円（一般5,500円） 

     【会    場】あましんアルカイックホール・オクト 

     【申込締日】1月19日(木)まで 

 

     〇水森かおり ・ 市川由紀乃  ジョイントコンサート 

     【公演日時】2月25日(土) ①13：00開演／②17：00開演 

     【料    金】全席指定   ①6,000円  ／②5,000円（一般7,000円） 

     【会    場】神戸国際会館こくさいホール 
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     【申込締日】1月19日(木)まで 

 

 【3P】コンサート・観劇案内② 

 

     〇三月花形歌舞伎 

     【公演日時】3月 4日(土)・24日(金) 午前の部 11：00開演 

              20日(月)・25日(土) 午後の部 15：30開演 

     【料    金】一等席 6,500円（一般11,000円） 

     【会    場】京都南座 

     【申込締日】1月22日(日)まで 

 

     ●ブロードウェイ・ミュージカル ドリームガールズ 

     【公演日時】2月28日(火) 13：00開演 

           3月 4日(土) 17：00開演 

     【料    金】S席 12,500円（一般14,500円） 

     【会    場】梅田芸術劇場メインホール 

     【申込締日】1月24日(火)まで 

 

     〇宝塚歌劇 宙組公演 

     アクション・ロマネスク『カジノ・ロワイヤル～我が名はボンド～』 

     【公演日時】3月31日(金) 13：00開演 

           4月 8日(土) 11：00開演 

     【料    金】Ｓ席 8,000円（一般8,800円） 

     【会    場】宝塚大劇場 

     【申込締日】1月25日(水)まで 

 

  ---事務所からのお知らせ--- 

 

    ※※シティスポーツクラブ尼崎 WOODY閉館(営業終了)のお知らせ※※ 

     スポーツクラブ「WOODY」は諸般の事情により 2023年3月31日(金)の営業を持ちまして閉館(営業終

了)する事となりました。 詳しくは施設ホームページをご確認ください。 

     ⇒ https://www.aspf.or.jp/ 

 

     最終営業時間 2023年3月31日(金) 午後10時まで 

 

     ※現在ハートプル窓口で WOODY施設利用チケットを販売しておりますが、チケットご購入される会員

様は上記の最終営業時間までにご利用いただきますようお願いいたします。 

      既にチケットを購入済の方でまだ未使用の会員様も最終営業時間までにご利用いただくようお願

いいたします。 

     ※なおチケットご購入後の返金対応などは一切受付ておりませんのでご了承ください。 

 

    ●押印廃止による一部申請書の変更します● 

       令和4年4月1日より、一部申請書の押印が原則不要になりました。 

     現在使用されている各種申請書については順次変更致します。 
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      ※押印廃止となる申請書は以下の通りです。 

 

       ・被共済者新規加入届 

      ・被共済者資格喪失届 

       ・被共済者氏名等の変更届 

       ・給付申請書 

      ・永年勤続慰労金給付申請書 

       ・被共済者証再発行申請書 

 

    ※各種申請書はホームページからダウンロードできます。 

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

 

  ♪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438回朝食会 

      国・県・市のイベント等の開催方針及びイベント開催のガイドラインに従い開催します。 

   コロナウイルスの感染拡大予防のご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

  【開 催 日】1月18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 

                 尼崎支店長兼国民生活事業統轄 

                    小 戎 力（こえびす ちから） 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(06-6488-9534)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） 

       「精密測定技術（長さ測定編）」（2/1,2） 

         測定器ごとの測定方法や保管について習得したい方へ。 

         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/D101-001-A-235.html 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/benefit.html
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/2022/D101-001-A-235.html
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       「ネットワーク工程管理実践技術」（2/4,5） 

         建築工事のネットワーク工程表の見方やポイントを知りたい方へ。 

         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/C301-030-A-132.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） 

 (3) 尼崎市からのご案内 

   ・ 尼崎市コロナ対策信用保証料補助金についてのご案内  

   新型コロナウイルス対策に係る兵庫県中小企業融資制度の借入に際し必要と 

     なる信用保証料を尼崎市が一部補助します。 

    【申請期間】令和5年4月10日(月)まで ※予算の上限に達し次第、終了予定 

    【申請方法】郵送のみ 

    【詳  細】尼崎市ホームページ 

                ⇒  https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/1031880.html 

    【問い合せ】コロナ対策信用保証料補助金 係 080-8133-2741 080-9532-8731 

 

   ・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! 

   ・セーフティネット保証 4号 

     新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証 4号の指定期間は 

     令和5年3月31日の予定となっております。 

        ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/221216_4gou.html 

 New! 

   ・セーフティネット保証 5号の対象業種（1/1～3/31） 

     ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/221216_5gou.pdf 

 

 New! 

 (4) 近畿経済産業局からご案内 

   VOC排出抑制対策セミナー 

    持続可能な会社や社会の未来につながる VOC対策事例 

     ～VOC対策はカーボンニュートラル、省エネ、コスト削減、健全な職場環境 

       づくりにも有効です～ 

 

    本セミナーでは、先進的な VOC削減策を実践する企業事例 3例に加え、 

    VOCをはじめとする大気汚染の現状や大気汚染防止に向けて企業が果た 

    すべき役割などについて紹介します。ご関心のある方は是非ご参加下さい。 

 【日 時】令和5年1月25日（水） 14：00 ～ 17：00 

 【場 所】ハイブリッド開催 

      ●メイン会場：ドーンセンター 

        (大阪府立男女共同参画・青少年センター) 大会議室1  

               大阪市中央区大手前1-3-49 

https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/C301-030-A-132.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/1031880.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/221216_4gou.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/221216_5gou.pdf
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      ●オンライン：Microsoft Teamsを使用 

       （開催前に配信アドレスを参加者へ送付します） 

      ※コロナウイルス感染拡大等の状況によっては、 

      フルオンライン開催となる可能性あり。 

 【定 員】会場30名 ・ オンライン*300名 

 【プログラム】 

     (1)講演・報告：VOC排出抑制対策の動向 

              経済産業省 産業技術環境局 

               環境管理推進室 室長補佐  大神 広記 

     (2)特別講演：大気汚染の現状と VOCの役割 

            京都大学大学院 人間・環境学研究科 

              相関環境学専攻 教授   梶井 克純 氏 

     (3)調査報告：最新のVOC排出抑制事例について 

            近畿経済産業局より 

     (4)事例紹介：VOC対策を通じて、企業価値の向上を志向する企業事例 

        事例紹介1：「VOC排出抑制に取り組む理由 

                 ≪点ではなく線で考える企業存続≫」 

              有限会社本間産業 代表取締役  本間 尚貴 氏 

        事例紹介2：「ガソリンベーパー回収装置設置を、環境活動や SDGsの 

                 取組としてアピールするガソリンスタンド」 

              タイガー石油株式会社 執行役員 川上 治時 氏 

        事例紹介3：「安全はすべてにおいて優先する 

                  ～職場環境の改善と VOC対策～」 

              カナヱ塗料株式会社 取締役 兼 技術開発・製品化 Div. 

                  統括推進部長  大賀 幸二 氏 

     (5)意見交換：「持続可能な会社や社会の未来につなげるための 

             VOC対策の取組ポイント」 

 

 【対 象】VOC排出抑制に関心のある企業、 

            支援機関（地方公共団体、金融機関）等 

 【参加費】無料 

 【詳 細】申込み方法を含む詳細は HPをご覧下さい。 

      ⇒ https://kinki-environment-recycle.go.jp/voc/  

 【締 切】1月23日(月)まで 

 【主 催】経済産業省 近畿経済産業局 

 【問い合せ】セミナー事務局（(株)ダン計画研究所内） 

                TEL 06-6944-1173 FAX 06-6946-9120 

        E-Mail  voc@kinki-environment-recycle.go.jp 

 

https://kinki-environment-recycle.go.jp/voc/　

