
（公財）尼崎地域産業活性化機構 

メルマガ 第１１４号  
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つい先日新しい年を迎えたと思いきや、令和５年も早や２月に入りました。「一月往ぬる、二月逃げる、三月去

る」と言いますが、中でも２月は日数も少なく格別早く過ぎるように思います。 

２月は「如月（きさらぎ）」という異名で知られますが、その由来は、まだまだ寒さが厳しい時期のために、更

に衣を重ね着するという意味から「衣更着（きさらぎ）」になったという説が最も有力のようです。ただし使われ

ている漢字は中国の２月の異名「如月（にょげつ）」が由来とか．．． 

他には、令和の由来ともなった「令月（れいげつ）」や「仲春（ちゅうしゅん）」、「梅見月（うめみづき）」、「雪消

月（ゆききえつき）」、「木芽月（このめつき）」など、厳しい寒さの中にある小さな春を思い起こさせる言葉でも

表されています。 

確かに、先日の大寒波のようにまだまだ厳しい寒さが続きますが、自然界の草花や樹木は寒さに耐えながらも、

地中にしっかりと根を張り、少しずつ蕾や芽を膨らませ、やがて来る春を待つ準備をしています。 

十干十二支（じっかんじゅうにし）では、今年は「癸卯（みずのとう）」。 

厳冬が去り春の兆しが訪れ、成長や飛躍へと向かう区切りの年になると言われています。 

依然続くコロナ禍にまだまだ予断は許せませんが、草花や樹木に負けないように、一日一日を大切に過ごし、

新たな飛躍や希望につなげていきたいですね！！ 

それでは、今月のメルマガをご紹介します。 

 

▼1.活性化機構からのご案内 

 New! 

 (1) 広報・ＰＲ初心者向け「ファンを生み出す PR基本講座」のご案内  

    あなただから頼みたいと言われる人になる広告費 0円からトライできる PRの方法を伝授! 

       メディアの影響力を活かして事業を急成長させた実積をもつ講師が、「価値の伝え方」と 

      「押さえるべきポイント」についてお伝えします。 

    【開催日時】2月15日 (水) 10:00～11:30 

  【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】ポワンジョリ 代表  鈴木 美和 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!  

 (2)「絶対知っておくべき確定申告克服セミナー」のご案内  

    起業開業応援 税理士がまるっとアドバイス!初めての方も、不安苦手な方も、基礎知識から申告 

       のポイントなど、確定申告に関わる様々な話題をしっかりとお伝えいたします。 

  【開催日時】2月22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】塩見貞代税理士事務所 塩見 貞代 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! 

 (3)「自分探しで 好きなこと 得意なことを ビジネスに」連続２回セミナーのご案内  

   「自分には何ができるだろう」「自分の好きなことや得意なことをビジネスにできたらいいな」と、 

     なんとなく思っている方を対象に、講師や仲間と一緒に自己分析をし、ビジネスを見つけるきっかけ 

     づくり、探求するための連続 2回のセミナーです。 

https://abiz.jp/event/
https://abiz.jp/event/
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     なお、両日ご参加者でビジネスを進める意欲のある方は、アビーズ無料 3ヶ月利用券の参加特典があり 

     ます。 

  【開催日時】①2月28日(火) 14:00～15:30 「起業家講師による講演セミナー＆プチ交流会」 

         ②3月 7日(火) 14:00～15:00 「ワークショップ」 

  【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】With You 代表 多田 やす子 氏 

  【定  員】先着8名 

  【参 加 費】無料 

  【問い合せ】06-6488-9565 （受付時間9:00～17:00） 

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

 (4) あまがさき産業フェア 2023 出展者募集中！    

   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。 

      皆様のご出展をお待ちしております。 

    【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//apply-new 

    【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/apply-new 

 (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。 

      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 

 (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！ 

https://abiz.jp/event/
https://www.amafair.com/apply-new
https://www.amafair.com/apply-new
https://kip-amagasaki.jp/
https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gallery.pdf
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   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 

 (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 

  ・「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．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 

 

 

▼3.♪ハートプルからのお知らせ ＜会員限定のサービスです＞ 

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/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
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     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2月号をご覧ください。 

     （２ 色 版）⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no479.pdf 

     （カラー版）⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no479_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】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回限り最大4枚まで 

    【配 布 開 始 日】2月 3日(金)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 4日(土)～ 5月下旬頃まで 

    【補助券持参料金】大人(中学生以上)1,400 円 小人(小学生)900 円 幼児１(3 歳～小人未満)200 円 

幼児２(1～2歳まで)0円 ※1歳未満無料 

    【申込・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ご予約のうえ、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  TEL.072-743-9105 

     受付時間：10：00～15：00 定休日：月曜日 

 【2P】コンサート・観劇案内 

     〇春風亭一之輔 春爛漫京都独演会 

     【公演日時】4月 2日(日)夕の部17：00開演 

     【料    金】全席指定 2,500円（一般3,600円） 

     【会    場】京都府立府民ホール「アルティ」 

     【申込締日】2月21日(火)まで 

     ●福間洸太朗 ピアノ・リサイタル ～ナハトムジーク～ 

     【公演日時】4月15日(土) 14：00開演 

     【料    金】全席指定 2,800円（一般4,000円） 

     【会    場】京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ 

     【申込締日】2月21日(火)まで 

     〇ミュージカル『太平洋序曲』PACIFIC OVERTURES 

     【公演日時】4月 8日(土)・12日(水) 13：00開演 

     【料    金】S席 土曜公演11,000円／平日公演 10,000円（一般13,500円） 

     【会    場】梅田芸術劇場メインホール 

     【申込締日】2月16日(木)まで 

 【3P】コンサート・観劇案内 

     〇大阪松竹座開場100周年記念『垣根の魔女』 

     【公演日時】4月26日(水)・29日(土・祝) 午前の部11：00開演 ／4月23日(日) 午後の部15：30開演 

     【料    金】一等席 6,500円（一般12,000円） 

     【会    場】大阪松竹座 

     【申込締日】2月16日(木)まで 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no479.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no479_color.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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     ●宝塚歌劇 雪組公演 

     ミュージカル浪漫『ライラックの夢路 』－ドロイゼン家の誇り－ 

     ファッシネイト・レビュー『ジュエル・ド・パリ!!』－パリの宝石たち－ 

     【公演日時】4月29日(土・祝) 11：00開演 ／5月 2日(火) 13：00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】2月24日(金)まで 

 【4P】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回限り最大3枚まで 

    【配 布 開 始 日】2月 8日(水)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11日(土・祝)～3月21日(火・祝) 

    【申込・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 平日・土日祝ランチ・ディナーブッフェ 

    【補助券持参料金】平 日ランチ（11：30～14：30）※2/15～3/17の間(月曜日と火曜日は除く） 

              ：大人(中学生以上)2,150円 小学生 1,160円 幼児(4歳以上)400円 

              土日祝ランチ（11：30～14：30）／平日・土日祝ディナーブッフェ（17：30～21：

30）※2/11～2/26の間 

              ：大人(中学生以上)4,220円 小学生 2,420円 幼児(4歳以上)580円 

             土日祝ランチ（11：30～14：30）／平日・土日祝ディナーブッフェ（17：30～21：

30）※3/1～ 3/21の間 

              ：大人(中学生以上)3,230円 小学生 1,700円 幼児(4歳以上)580円 ※3歳以下

無料 

    ■大江戸温泉物語■ 箕面温泉スパーガーデン ランチバイキングと入浴のセット  

    【補助券持参料金】：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 ※ランチ営業時間(11：30～14：00)75分制 

    ■神戸みなと温泉 蓮■ 天然温泉と御食事処「水連」でのみなと御膳のプラン 

    【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 ※「みなと御膳」提供時間 11：00～22：00 

    ■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 

    【補助券持参料金】全日ランチブッフェ(11：30～15：00)受付終了(14：00) 

             ：大人(中学生以上)1,520円 シニア(65歳以上)1,250円 小学生 260円 幼児(4

歳以上)130円 

             土日祝ディナーブッフェ(17：30～21：00)受付終了(19：30) 

             ：大人(中学生以上)1,520円 シニア(65歳以上)1,250円 小学生 260円 幼児(4

歳以上)130円 

              ※3歳以下無料 

 

  ---事務所からのお知らせ--- 

    ※※尼崎スポーツの森 提携施設解除のお知らせ※※ 

 「尼崎スポーツの森」 は、 会員証提示割引施設として、長年ハートプルと提携していましたが、 ス

ポーツの森施設指定管理者交代に伴い 2023年3月30日をもって提携施設契約を解除いたします。 

     4月 1日以降は会員証提示割引は利用できませんのでご注意ください。詳しくは施設ホームページを

ご確認ください。 
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     ⇒ https://a-spo.com/index.html 

 

    ※※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。 

       ※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！ 

 

▼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439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】2月15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】“あまがさき”を次のステージに！ 

   【講   師】尼崎市長 

                  松 本 眞（まつもと しん） 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) 関西国際大学からのご案内 

   関西国際大学公開講演会「well-beingを目指して」 

https://a-spo.com/index.html
https://www.aspf.or.jp/
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/benefit.html
https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
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   少子高齢化の進行や価値観の多様化、働き方改革の推進、さらにはコロナ禍による仕事や生活 

   スタイルの変容など、社会経済環境が大きな変革期を迎える中で、関西国際大学では、働く人 

   が健康な心身を維持できる組織を目指すための必要なことについて考える機会を提供するため、 

   以下の公開講演会を開催しますので、是非ご参加ください。 

   ・「心理臨床研究所公開講演会 well-beingを目指して～健康な心身と組織作りに必要なこと～」 

  【日   時】2月24日（金）19:00 ～ 20:30（受付：18:30～） 

    【場   所】関西国際大学 尼崎キャンパス（オンライン参加あり） 

  【受 講 料】無料 

  【定   員】対面 20人、Zoom 50人 

  【申 込 み】下記の大学ＨＰから申し込みしてください。 

       ⇒ https://www.kuins.ac.jp/society/extension/kouza2022/2022A011.html 

          案内パンフ⇒ https://www.kuins.ac.jp/society/assets/4ff1568dcc3012ea7781b38428e001a01bc262dc.pdf 

      働く人が健康な心身を維持できる組織を目指すために必要なことを、産業医の江尻 真樹（児童精神

科医・産業医）先生から事例も交えながらお話ししていただきます。 

 New! 

 (3) 一般社団法人兵庫県発明協会からのご案内 

    「令和５年度近畿地方発明表彰」 

     優れた発明や考案、意匠を募集し、研究開発者等を表彰しています。 

     自社の発明等を社会にアピールするチャンスです。 

     本年は７年ぶりに兵庫県内（神戸市）で表彰式を開催します。ぜひご応募ください。 

    【対 象 者】特許・実用新案・意匠登録され、実施されていること 

  【申込期限】3月31日(金)までに所定の応募書類を窓口へ提出してください。 

  【申込方法】応募書類は（公社）発明協会ホームページからダウンロードしてください。 

     ⇒ http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R5/chihatsu_boshuyoko.html 

    【申込み・問い合せ】 一般社団法人兵庫県発明協会 

        神戸市須磨区行平町 3-1-12技術交流館１階 

        TEL：078-731-5847 

 New! 

 (4) 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） 

       「施工図作成実践技術<ＲＣ造編>」（2/25,26,3/4） 

        ＲＣ構造建築物の設計図書を読み解き、コンクリート躯体図を作成してみませんか！ 

         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/C301-002-A-129.html 

       「マシニングセンタプログラミング技術（輪郭加工編）」（3/6,7,8,9,10） 

        機械加工におけるマシニングセンタ作業を習得したい方に。 

         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/B102-011-A-226.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://www.kuins.ac.jp/society/extension/kouza2022/2022A011.html
https://www.kuins.ac.jp/society/assets/4ff1568dcc3012ea7781b38428e001a01bc262dc.pdf
http://koueki.jiii.or.jp/hyosho/chihatsu/R5/chihatsu_boshuyoko.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/C301-002-A-129.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/B102-011-A-226.html
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         ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html 

    【問い合せ】TEL：06-6431-7277（在職者訓練） 

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

 (5) 尼崎市からのご案内 

 New! 

  ・ 働き方改革・助成金活用の相談を受付けます 

   兵庫働き方改革推進支援センターから相談員を受入れ、就業規則の見直しなどの働き方改革の 

   法改正への対応や、人材確保、業務の効率化・生産性アップに関する各種助成金制度の活用に 

   関する相談にお答えいたします。お気軽にお申込みください（無料）。 

    【相 談 日】令和5年2月22日(水)、3月1日(水)、3月15日(水)の13:00から 17:00までのうち、 

        1事業者1時間で、以下の4区分からお選びください 

                 13:00から 14:00、14:00から15:00、15:00から16:00、16:00から 17:00 

    【場    所】出屋敷リベル 3階（尼崎市竹谷町2-183）尼崎市役所 経済環境局 しごと支援課 

    【対 象 者】市内事業者 

    【申込方法】ファクス、電話、メールで、しごと支援課にお申込みください（先着順）。 

    【申込期限】相談希望日の前日の正午まで 

    【問い合せ】尼崎市 しごと支援課 電話番号：06-6430-7635 

     詳しくは、⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/hataraku/job/1032955.html 

   ・ 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 

   ・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日の予定です。 

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

   ・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 

 

https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/hataraku/job/1032955.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

