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こんにちは。梅雨も後半に入り、蒸し暑い日も増えてきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 

さて、先日、動画サイトを見ていると、様々なテーマで日本地図をつくり、出演者がそれを見てト

ークをするという番組がありました。そのなかで、日本で最も早起きなのは青森県！   

続けて、「青森県民は堅実で真面目な県民性」だと紹介するシーンがありました。 

 

――ほお、そうなんですか、というわけで、調べてみました。 

 

早起きデータの根拠は、総務省統計局が調査した「社会生活基本調査」のようです。 

最新の公表結果（平成 28年調査）をみると、 

岩手県が最も早起き。平均起床時刻は午前 6時17分。 

青森県は6時18分で、2位になっています。 

以下、見ていくと、東北、北陸が上位に。 

下位には、近畿や九州の府県が並びます。 

兵庫県は41位の6時 36分でした。 

 

  ランキングはこちら↓ 

  http://www.stat.go.jp/data/shakai/2016/rank/index.html 

 

ところで、地図を見ると、東北、北陸は、近畿や九州よりも東にあります。 

そこで、日の出時刻を見てみます。 

 

今年の夏至の日（6月 21日）では、 

青森（東経140.7度）は、午前 4時6分。 

神戸（東経135.2度）は、午前 4時47分。 

那覇（東経127.7度）は、午前 5時38分。 

 

青森は神戸よりも約40分、沖縄よりも1時間30分も早い！ 

つまり、極端に言えば、青森、岩手は朝が早く来ます。 

そのようなことも、早起きランキングの結果に影響しているのかもしれません。 

 

さまざまなデータを地図にしてみると、新しいことがわかったり、別の切り口から見たりすること

ができます。 

 

それでは、事業のご案内です。 

 

▼１．活性化機構の事業案内 ～募っています～ 

 （1) 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。 

     利用者募集中！ 

   尼崎創業支援オフィスアビーズ 

   ⇒ 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.stat.go.jp/data/shakai/2016/rank/index.html
https://abiz.jp/
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    【問い合せ】080-2505-8056 

（2)「起業プラザひょうご尼崎」スモールオフィス 

   ⇒ https://kip-amagasaki.jp/ 

   利用者募集中！ 

     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 

 (3) 新しいかたちの相談会「Ｂｉｚ－ＭｉＫＳ（ビズミクス）」 

   ⇒ http://urx.space/KL2w  

     ※テレビ会議でのご相談も行っております。 

     ご希望の方はご予約の際にお尋ねください。 

  【開 催 日】平日 13:00～17:00のうち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 

  【連 絡 先】06-6488-9565 

 (4) 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。 

     お問合せ 事業課（06-6488-9565）まで 

 (5) 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.pdf 

 (6) 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 合 先】パソコン講座受付事務局 TEL:06-7173-3123 

 

https://kip-amagasaki.jp/
http://urx.space/KL2w
https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2021.pdf
https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/nouama.pdf
https://www.ama-in.or.jp/human/pdf/paso.pdf
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▼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4-6月期）」 

    業況判断DIは、全産業、製造業で横ばい、非製造業で改善となるも、 

      新型コロナウイルス第４波の影響により厳しい状況。 

   <ポイント> 

     ・売上高等DI 全産業、製造業、非製造業で改善。製造業の大企業では大幅な悪化。 

     ・資金繰りDI 全産業、製造業は２期連続の悪化。非製造業は悪化。 

     ・従業員の過不足 DI 全産業で横ばい。人手不足感は製造業で上昇、非製造業で低下。 

   詳しくは 

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

 

▼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いたしました。 

   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 

 

 

https://www.ama-in.or.jp/research/sub01.html%231
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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▼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 3年7月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no459.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（06-6482-5591）へお願いいたします。 

 

 (1) あつ～い夏を楽しもう♪ハートプル提携プール＆レジャー施設 

   A 関西サイクルスポーツセンター ファミリープール「フォレ・リゾ！」 

        営業期間：7月16日（金）～9月5日（日）※プール期間中は無休 

    関西サイクルスポーツセンター入場+プール入場チケット 

        料  金：おとな（中学生以上） 通常1，600円 ⇒ 1，000円 

            ：小学生        通常1，000円 ⇒   600円 

            ：幼児（3歳～未就学児）通常  800円 ⇒    500円 

    利用方法：事前にハートプル窓口にて会員証提示のうえチケット購入し、 

         施設でご利用ください。 

    ※関西サイクルスポーツセンター入場+乗り物フリーパスチケットも販売中！ 

 

   B 尼崎スポーツの森 ウォーターパーク「アマラーゴ」 

        営業期間：7月3日（土）～9月5日（日）9：00～18：00 ※期間中休園日あり 

        料  金：大 人（大学生以上）通常 1，300円 ⇒ 1，200円 

            ：中高生       通常  800円 ⇒   600円 

            ：小学生       通常  700円 ⇒   600円 

            ：高齢者（70歳以上） 通常  800円 ⇒    500円 

            ：未就学児無料（※大人1人につき未就学児 2名まで。） 

    利用方法：現地窓口でハートプル会員証を提示のうえ、料金をお支払い 

         ください。 

 

   C ナガシマスパーランド ジャンボ海水プール 

        営業期間：7月10日（土）～9月27日（月） ※期間中休園日あり。 

     シナガシマスパーランド遊園地入場+海水プール入場利用券 

        料  金：大 人（中学生以上）通常 3，800円 ⇒ 2，800円 

            ：小学生       通常2，800円 ⇒ 1，900円 

            ：幼 児（2歳～）   通常1，500円 ⇒   900円 

    ※その他ワイドパスポートや湯あみの島などの施設入場割引もあり。 

    利用方法：事前にハートプル窓口で会員証提示のうえ利用券を必要枚数受け取り、 

         現地窓口でご利用ください。 

 

    ※新型コロナウイルス感染症対策の取り組みについて※ 

     各施設では、お客様の健康と安全を考慮し新型コロナウイルス感染予防対策 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no459.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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    を実施しております。今後も政府や関係省庁、自治体などからの新たな情報発 

    表、新型コロナウイルスの感染拡大の動向や専門家の知見等を踏まえ、必要に 

    応じて対策の追加及び変更を行う場合がございます。 

     各施設のホームページなどで最新の情報をご確認のうえご利用、ご来場くだ 

    さい。ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力のほど宜しくお願い申し 

    上げます。 

 

  (2)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！ 

   抽選で豪華賞品が当たる！ウィンタープレゼントキャンペーン実施中！ 

 

   ◎ハートプルクラブのおすすめプール＆レジャー施設 

 

   東条湖おもちゃ王国 

    【印刷・画面表示クーポン】入園券 中学生以上 1，200円 ⇒ 1，000円 

                 入園券 2歳～小学生  800円 ⇒    600円 ほか 

    【電子チケット】200円引き入園券 料金：1，000円～ ほか 

 

   ひらかたパーク 

    【金    券】（チケット郵送）フリーパス引換券付入園券 

             おとな（中学生以上）4，600円 ⇒ 4，000円 ほか 

    【電子チケット】日付指定チケット入園券 料金：1，500円～ ほか 

 

   スパワールド世界の大温泉 

    【印刷・画面表示クーポン】大人（中学生以上）200円OFF 

                 小人（小学生以下）100円OFF 

 

   ◎ハートプルクラブのお得なバスツアー・トラベルサポート 

 

   あそびばす 

    【印刷クーポン】【 ＷＥＢ申込 】 

     日帰りバスツアー参加費 子ども一人につき 500円OFF 

 

   日本旅行・高速バスぷらざ 

    【 ＷＥＢ申込 】 

     毎月10名様に 1，000円のAmazonギフト券プレゼント 

 

   特産品＆ライブ中継付 コトバス オンラインバスツアー 

    【 ＷＥＢ申込 】 

     オンラインバスツアー掲載コースすべて特産品 1品プレゼント 

 

   ◎おすすめメニュー 

    コロナ助け合い保険の無償提供 50人未満の中小企業向け支援プロジェクト 
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    ＜提供対象＞ 

    従業員50人未満の企業（または個人事業）の役員（含む代表者、個人事業主 

    ）・従業員※パート・派遣社員の方は従業員 50人に含まずお申し込み頂けま 

    す。※企業、法人名義でのご契約は承っておりませんので、個人でお申込み頂 

    く必要があります。※コロナ禍において不安を抱える方に、シンプル医療ほけ 

    ん（正式名称：総合医療保険）を「コロナ助け合い保険」としてご提供します。 

 

    ロボットプログラミング教室 プログラボ 

    ご入会された方、全員に Amazonギフト券 5,000円分プレゼント 

    プログラミング教育とは？・・・子どもに習わせたい習い事で上位に入るなど、 

    いま注目を集めているプログラミング教育。「論理的思考力」や「問題解決力」 

    が自然に身につくため、これからの時代に必要な教育と言えますね♪ 

 

   トゥエンティフォーセブンオンラインフィットネス 

    スタータープラン ⇒ 申込月、申込翌月の 2ヶ月無料 

    4，380円 ⇒ 0円（申込月、申込翌月） 3，278円（申込翌々月以降） 

 

   LEAN BODY 自宅でできるフィットネス動画配信 

    スタータープラン ⇒ 申込月、申込翌月の 2ヶ月無料 

    4，380円 ⇒ 0円（申込月、申込翌月） 3，278円（申込翌々月以降） 

 

   ビックカメラ.COM 

    クーポンコード入力で ⇒ 3％OFF など 

 

    ご存じですか？毎月わくわくプレゼント☆ 

    ハートプルクラブでは各種チケットやグルメなど様々な賞品が当たるプレゼン 

   ト企画を毎月実施しています。簡単に応募出来ますのでぜひご参加ください！ 

 

   ※詳しくはハートプルクラブ WEBサイトの特集バナーをクリック♪ 

     ⇒ https://www.club-off.com/air/index.cfm 

 

  (3) 日帰りバスツアー 明石海峡クルーズとハーブ石けん作り体験 

   実 施 日：2021年 8月22日(日) 集合時間：阪神尼崎駅 8時20分 

 

       旅行代金：会員 11,500円 会員家族：大人 12，000円 小学生10，650円 

         会員家族の小学生未満：9，430円（※食事なしの場合は無料） 

         (会員と家族以外の同伴者：大人 13，000円 小学生11，650円) 

         (会員と家族以外の同伴者：小学生未満 9，430円) 

 

       旅  程：難波 阪神尼崎駅 8：45==貸し切りバス==最寄りのIC 

         ====淡路島岩屋港9：50.....明石海峡大橋クルーズ 

         10：30～11：45====香りの館パルシェ 昼食と体験 

         12：30～14：45====伊弉諾神宮 14：45～15：30==== 

         たこせんべいの里 15：40～16：10====淡路島ハイウ 

         ェイオアシス 16：40～17：10====最寄りのIC==== 

https://www.club-off.com/air/index.cfm
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         阪神尼崎駅18：20 

 

       申込方法：共済ニュース 3ページ下の参加申込書に必要事項を記入し、 

                 旅行会社に FAX等でご送付ください。代金の支払い方法等 

                 の詳細は旅行会社からご案内します。 

       申 込 先：株式会社タビックスジャパン 

         〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町 2-1-6 

               堺筋本町センタービル14階1413号 

         TEL：06-6271-4421 FAX：06-6271-3785 

       ※その他詳細は共済ニュース 3ページをご確認ください。 

 

  (4) 家庭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）へ直接お申込み下さい。 

   申込締切日：7月12日（月）までに白石薬品株式会社に必着 

   納品予定日：8月上旬頃 

   取扱業者 ：白石薬品株式会社 TEL：072-961-7471（ハートプル係） 

 

       白石薬品株式会社様より協賛品 ☆モバイルバッテリープレゼント☆ 

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

       応募締日：7月 14日(水)16時必着 

 

  (5) ☆木下大サーカス大阪公演お得な前売券好評発売中☆ 

    購入方法：ハートプル窓口にて会員証提示の上購入し期間内にご利用ください。 

    料  金：おとな(専門・大学生以上)1，800円 

                 こども(3 才 ～ 高 校 生)1，000円 ※2才以下無料 

       席   種：自由席 ※但し現地窓口で追加料金支払いで席種変更可 

 

   尼子騒兵衛展★前売券ハートプル窓口にて特別価格で販売中★ 

       ○尼子騒兵衛展○ 

       会期期間：2021年7月17日(土)～9月26日(日) 10～19時 

       会  場：尼崎市総合文化センター 美術ホール 4・5階 ※火曜日休館 

    販売期間：～9月26日(日)会期終了日まで 

    購入方法：ハートプル窓口にて会員証提示の上購入し期間内にご利用ください。 

    料  金：通 常 前 売 券：おとな(一般・中高生＆シニア)  500円 

                        ：小学生（尼崎市外在住）     200円 

         ※尼崎市内の公立小学生には学校を通じて事前に無料招待券配布 

         ※尼崎市在住の私立の小学生も現地窓口で尼崎市在住証明書提示 

          で入場無料 

               ：グッズ付前売券：おとな(一般・中高生＆シニア)1，300円 

                         ：(尼崎市外在住)小 学 生  1，100円 

                         ：(尼崎市内在住)小 学 生  1，000円 

         ※グッズは現地の窓口でのお渡しとなります。 

 

  (6) 観劇・コンサート 
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   A 50th Anniversary 五木ひろしメモリアルコンサート 

                              ～「よこはま・たそがれ」から50年～ 

    公演日時：9月 4日(土) 昼の部14：00開演 / 夜の部17：30開演 

    料  金：S席（1階または中2階席） 

                 昼の部 一般7，500円 ⇒ 6，000円 

         夜の部 一般5，800円 ⇒ 5，200円 

    会  場：神戸国際会館 こくさいホール 

 

   B アロージャズオーケストラ～スペシャルゲスト 鳴海じゅん～ 

    公演日時：9月12日(日) 15：00開演 

    料  金：全席指定 一般3，500円 ⇒ 2，200円 

    会  場：あましんアルカイックホール 

 

   C Osaka Shion Wind Orchestra 第138回定期演奏会 

    公演日時：9月26日(日) 14：00開演 

    料  金：S席 一般5，000円 ⇒ 4，000円 

         A席 一般4，000円 ⇒ 3，000円 

    会  場：ザ・シンフォニーホール 

 

   申込方法：共済ニュース 4ページ目のFAX用申込用紙またはハガキで 

 

  (7) 事務局からのお知らせ 

      ハートプル「事業所紹介コーナー」掲載事業所募集中！！！ 

   共済ニュースの事務所紹介コーナーに掲載していただける事業所様を募集してお 

   ります。商品・サービスを PRしたい。もっと事業所を広く知ってもらいたい。 

   などなど・・・あなたの事業所の良いところを共済ニュースに載せてみませんか 

   ♪掲載ご希望の場合は必要事項【事業所名・加入番号・PR文50～150字程 

   度・HP、FacebookなどのURL】を記入の上、FAX、郵便等でお送りください。 

      ご不明な点がございましたら事務局へお問い合わせください。 

 

   申請書の締め日について 

   ※会員の加入・喪失・脱退・給付金の申請受付締め日は毎月 7日です。 

    ■郵送での申請は7日必着分まで ■窓口への持ち込みは7日の16時受付分まで 

   ※提出期限の厳守にご協力お願い致します。 

 

  (8) 未加入事業所をご紹介ください。 

    会員事業所が増えますとスケールメリットを活かし、より充実したサービスを 

   ご提供できます。お知り合いの事業所、商店などをご紹介ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/kyousai2.pdf 

 

      ハートプル提携サービス事業所様大募集中！！！ 

   飲食や物品販売健康支援などのサービス、セミナーや教室などのイベント企画 

   などハートプルと提携・支援していただける事業所を募集しております。 

     詳しくは事務局へお問い合わせください。 

 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/kyousai2.pdf
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  ***** 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。        ***** 

 

▼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425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。 

      また感染状況により中止される場合があります。 

  【開 催 日】7月 21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】第一話 コロナ禍での商工会議所の役割 

        第二話 尼崎のまちづくりあれこれ 

   【講   師】尼崎食工会議所 

                  専務理事  芝 俊一（しば しゅんいち） 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 

    【在職者訓練】・建築物の積算・見積り実践技術（8/2,3） 

          ※建築工事に必要な数量の拾い出しを知りたい方！ 必見！ 

      ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A803-006-A.html 

         ・木造住宅における壁量計算技術（8/21,22） 

          ※木造住宅の構造計画に係る業務として壁量計算を学びたい方！ 必見！ 

   ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A901-002-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 

       お問合せ  TEL：(在職者訓練) 06-6431-7277 (生産性訓練) 06-6431-8205 

  (3) 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 

  (4) 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/ 

   お問合せ TEL：0120-79-1149 

https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A803-006-A.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A901-002-A.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html
https://public.lec-jp.com/hataraki-hyougo/

