（公財）尼崎地域産業活性化機構
メルマガ 第６４号
今回は、今年 6 月に公表された総務省「平成 28 年経済センサス活動調査」の結果を用い
て、尼崎市の産業の特徴を調べてみたいと思います。
平成 28 年 6 月時点で、尼崎市内の民営事業所で働く人数は「191,556 人」でした。
これを産業分類別に詳しくみてみましょう。
産業中分類 99 業種のうち、次の 2 つの条件を満たす業種を探してみたところ、
「5 つの業
種」が浮かび上がってきました。
＜2 つの条件＞
(1) 働く人の割合が尼崎市全体の 1％以上を占めている業種（1,915 人以上が働く）
(2) 働く人の割合が全国平均と比べて 2 倍以上の業種（構成比率が 2 倍以上）
＜5 業種＞ ※従業者数の多い順
(1) 鉄鋼業

（3,916 人 2.04％

4.81 倍）

(2) 化学工業

（3,489 人 1.82％

2.40 倍）

(3) 情報通信機械器具製造業 （3,339 人 1.74％

5.58 倍）

(4) 学術・開発研究機関

（2,352 人 1.23％

2.67 倍）

(5) 非鉄金属製造業

（1,937 人 1.01％

3.92 倍）

※後ろの（）内は、従業者数、構成比、全国平均の構成比と比べた倍率
5 業種は、すべて「ものづくり」に関連する業種であり、
「産業のまち尼崎」の特徴が端的
に表れています。
ちなみに、10 年前（平成 18 年）の調査結果を調べてみても、同じ 5 業種が浮かび上がり
ました。これらの業種は働く人が多く、主に市外の顧客にサービスを提供していると考えら
れるため、雇用や売上などの面で、尼崎市の経済において重要な役割を果たしていることが
わかります。
アイルの調査研究室では、こういった統計調査の分析を日常的に行っていますので、統計
調査について調べたいことやご不明な点やなどがございましたらお気軽にご相談ください。
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）アビーズ×Kanatta「クラウドファンディング活用セミナー」
※女性限定との記載がありますが、どなたでも受講いただけます。
【開催日】12 月 11 日(火) 18:30～20:30
【講 師】株式会社 AIR 藤村 みお 氏
【場 所】尼崎創業支援オフィスアビーズ
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【参加費】無料
⇒ https://20181211.peatix.com/
New!
（2)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
【開催日】12 月 4・18 日 、1 月 15・29 日、2 月 5・19 日、3 月 5・19 日
いずれも第 1・3 火曜日（1 月のみ第 3・5）
ご予約:078-977-9085 月～金 9:00～17:00 祝除く
⇒ https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2018_02.pdf
⇒ http://web.hyogo-iic.ne.jp/
（3)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
（4)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。
（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
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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 ＜年末年始の休館日 12/29～1/3＞
(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。
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.♪ハートプルからのお知らせ ＜会員限定のサービスです＞
☆詳細は機関紙ハートプル１２月号をご覧ください。
☆年末年始の休業日１２月２９日（土）～１月３日（木）
New!
(1) A 木下大サーカス（大阪うめきた公演）
自由席 大人２，３００円（一般３，３００円）
小人１，５００円（一般２，３００円）
B こども商品券（トイカード）
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１枚５００円分のこども商品券を４００円で販売します。
C 六甲山スノーパーク特別入園券
デイタイムチケット大人１，５００円（一般２，１００円）
小人

７６０円（一般１，０５０円）

上記チケットをハートプル窓口で販売します。
D 「みなと悠悠でカニバイキング料理と出石の散策」日帰りバスツアーのご案内
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibent30121.pdf
(2)新サービス「ハートプルクラブ」のご案内
「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。
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibento30122.pdf
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibento30123.pdf
(3)観劇・コンサート、事務局からのご案内
ハートプル出張セミナー＜働く人と職場のメンタルヘルスセミナー＞
※申込み受付中
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/ibento30124.pdf
(4)ハートプル機関紙１２月号
⇒ http://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no428.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。

▼４. いろいろご案内
New!
(1)尼崎倶楽部からのご案内！
尼崎倶楽部会員募集中！
⇒ http://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
・第 403 回朝食会
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*****

【開催日】12 月 19 日(水) 8:00～9:00
【テーマ】尼崎のおもてなしシリーズ －ホテル編－
「観光とは、光を観る
訪日外国人観光客に伝えるべき日本の光とは？」
【講 師】株式会社京都プラザホテルズ
代表取締役社長 清水 幸雄（しみず ゆきお）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
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
【在職者訓練】訓練コースのご案内 12 月号をアップしました！
来年 1 月開催の、電子・機械・建築・溶接等の“ものづくり”
に関わる訓練コースを多数ご紹介！
⇒ http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html
【生産性向上支援訓練】受講者募集！！（1 日・6 時間 3,240 円～）
⇒ http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
お問合せ TEL：(在職者訓練) 06-6431-7277 (生産性訓練)06-6431-8205
New!
(3)雇用労働相談センターからのご案内
第 9 回 無料！公開セミナー＆雇用労働相談会の開催
＜セミナーテーマ＞
セミナー1「労使トラブルの激化防止と早期解決」
～労働 ADR を正しく理解・運用し、労務リスクマネジメントに
役立てる～
セミナー2「ケースで学ぶ、労使トラブル解決」
～裁判所における労使トラブル解決手続の実例～
＊セミナー終了後には、社会保険労務士と弁護士による個別相談会も行います。
【開催日時】 12 月 14 日(金) 16:00～19:00

＊15:30 受付開始

【開催場所】 淀屋橋三井ビルディング（淀屋橋 odona）
6 階 研修室小（有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所内）
【参 加 料】 無料
【参加対象】 ベンチャー・グローバル企業の経営者、労働者等
どなたでもご参加いただけます
【定

員】 30 名

【申込方法】 WEB：http://kecc.jp/ もしくは FAX:06-6371-3195
【問合せ先】 関西圏国家戦略特区「雇用労働相談センター」
TEL:06-6136-3194

FAX:06-6371-3195
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(4) セーフティネット保証制度第 5 号の指定業種について（平成 30 年度第 3 四半期）
平成 30 年 10 月から指定業種が変わりました。
⇒ http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2018/18092025gou.pdf
(5) 兵庫県経営円滑化貸付・災害対応貸付融資制度
平成 30 年７月豪雨・平成 30 年台風第 20 号・第 21 号が対象災害に指定されました。
⇒ https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr08/documents/saigaitaioukasituke_1.pdf
(6) 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
(7) その他の融資制度
・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
⇒http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/068yuusi.html
・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
⇒ https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/socialbusiness.html
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