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11月となり、師走に向けて、よりお忙しい時期を迎えられることと存じます。皆様、いかがお過

ごしでしょうか。 

新型コロナウイルス感染症の拡大から 1年半以上が経過し、すでに国民の半数以上が 2回接種を

完了するなど、ワクチン接種は急速な進展を見せており、社会経済活動の再開・活性化が強く期待

されるところです。 

尼崎市では、社会経済活動再開に向けた雇用機会の創出及び市内事業所の人材確保を図るための

支援策のほか、売上減少の要件等により国や県の支援金の対象とならない事業者に対して、市独自

に事業継続に向けた支援金給付を実施されています。 

当機構も産業支援機関と連携を図りながら市内事業者の下支えとなる支援を目指し努めて参りま

す。 

 

▼１．活性化機構からのご案内 

 New! 

（1) あなたの働きたいを応援！「合同就職説明会」 

   新型コロナウイルス感染症の感染拡大により離職された方の再就職と市内事業所の人材確保

の課題解決を目的に「合同就職説明会」を開催します。ぜひご参加ください。 

    【開催日時】11月 24日(水) 10:00～16:00 

    【開催場所】尼崎商工会議所 702号室 

  【参加企業】14社 

    【対  象】尼崎市内在住で新型コロナウイルス感染症が感染拡大したことにより離職された方 

  【同時開催】就職応援セミナー「面接で企業が見ているポイント」 

        ・11：00-11：30 ・13：00-13：30 ・14：30-15：00 

        講師 ディア合同会社 ディア合同会社 代表社員 連 紗智 氏 

    【申  込】WEBでのお申込み 

  ⇒ https://docs.google.com/forms/d/1Wb98505Qutcp9FkiHwlVDhZ-rMExTWvKqs65e9ND_Y0/edit 

  電話でのお申込み 070-4126-3181 ／ 070-4126-4261  

     参加企業等詳しくは ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/ 

 New! 

（2) 外国人材の活用に関心のある中小事業者向けセミナ－ 

   － 多様な個性と能力を新たな魅力と活力に！！－ 

    【開催日時】11月 29日(月) 9:30～12:30 

    【開催場所】尼崎市中小企業センターアイル 4階402号室 

    【内  容】・テーマ：在留資格制度及び外国人採用ルール等について(約 1.5時間) 

         講 師：ハローワーク梅田 大阪外国人雇用サービスセンター職員 

        ・テーマ：外国人とのコミュニケーションの取り方等について(約1時間) 

         講 師：尼崎市国際交流協会スタッフ 

    【定  員】先着 20名 

    【参 加 費】無料 

    【申込方法】別紙「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ「FAX」でお申し込みください。 

                ⇒ https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gaikoku.pdf 

  【申込締切】11月 19日(金）17:00締切（必着） 

    【問い合せ】（公財）尼崎地域産業活性化機構 (担当：岡村・西岡) TEL 06-6488-9565 

 New! 

（3) 第5回あまがさきビジネスプランコンテスト募集中！ 

  市内・市外問わず、また、分野・業種も問いません。 

https://docs.google.com/forms/d/1Wb98505Qutcp9FkiHwlVDhZ-rMExTWvKqs65e9ND_Y0/edit
https://www.ama-in.or.jp/industrial/
https://www.ama-in.or.jp/industrial/pdf/gaikoku.pdf
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  新規性・独創性のあるビジネスプランをお持ちの企業及び個人の方、ご応募お待ちしております。 

   副賞はグランプリ 10万円、準グランプリ 5万円です。 

    【募集対象者】・創業を計画している方、または第二創業後概ね 3年以内の方 

         ・第二創業を計画している方、または第二創業後概ね 3年以内の方 

         ＊第二創業は日本標準産業分類の中分類が異なる分野で、新しく事業を計画し

ている方です。 

  【エントリー方法】 尼崎市ホームページからエントリーシートをダウンロードし、 

            応募先に郵送かEメールで11月30日(火) 17:00までにご提出ください。 

                   ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006264.html 

    [応募・お問い合わせ先] 関西ビジネスインフォメーション株式会社内 sun-Q株式会社内 

                          あまがさきビジネスプランコンテスト運営事務局 

                           〒556−0016 大阪府大阪市浪速区元町 1-5-7 ナンバプラザビル 10F 

                           amacon@sun-q39.com 

                           TEL 06-6567-9739 （sun-Q株式会社内） 

（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。 

    【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 

⇒%20https:/www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006264.html
https://abiz.jp/
https://kip-amagasaki.jp/
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   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 

 (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。 

   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。 

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
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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     ☆詳細は共済ニュース「ハートプル」令和 3年11月号をご覧ください。 

     ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no463.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) インフルエンザ予防接種費用補助のご案内 

   補助対象：ハートプル会員（本人のみ） 

      補助金額：1,300円 

      申込方法：ハートプル窓口まで、事業所単位でお申し込みください。 

      申込期限：11月 16日（火） 

      ※補助が決定された事業所には予防接種費用補助申請書をお送りします。 

       （書類送付11月下旬予定） 

       予防接種費用補助申請書及び接種を受けた人全員の領収書（コピー可） 

    を添えて、期日までにハートプル窓口へ提出してください。 

      申請書提出期限 ：令和4年2月1日（火）まで ※持参または郵送で。 

      補助金振込予定日：令和 4年2月下旬予定 

 

  (2) ハートプルの健康支援サービス 

   A 事業所健診利用補助 

        補助金額：Aセット2,000円／Bセット1,000円 

        利用方法：事業所健診申込書と受診者名簿をご記入の上、FAXまた 

         は郵送（ハートプル事務局宛）でお申込みください。 

         申込受付後、受診病院の担当者よりご連絡いたします。 

   B 人間ドック利用補助 

        補助金額：5,000円（但し診断料20,000円以上に限る） 

        利用方法：受診日までに事務局で補助券の申請と発行を受けてくださ 

         い。（窓口では即日発行可能。FAXまたは郵送申請の場合は受診 

         日一週間前までに申請してください。） 

         受診日の支払時に補助券を提出してください 

   C メンタルヘルスセミナー出張版 

    実施期間 ：2021年11月～2022年3月の間でご都合のよい日時 

          （平日・休日、時間等要相談） 

    実施場所 ：事業所様の方でご準備ください。 

    講師派遣料：無  料 

    申込方法 ：セミナー申込書に必要事項を記入後、FAXまたはお電話でお申 

          し込みください。 

 

  (3) おおきにNet共催事業 宝塚歌劇観劇ツアー 

   ～宝塚歌劇観劇と宝塚ホテルでの食事～ 

      宝塚月組公演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！ 

 

https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no463.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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   宝塚歌劇月組公演 

    ミュージカル・キネマ『今夜、 ロマンス劇場で』 

    ジャズ・オマージュ『FULL SWING!』 

    原作／映画 「今夜、 ロマンス劇場で」 

    脚本・演出／小柳 奈穂子 作・演出／三木 章雄 

 

      日  程：令和 4年1月9日（日）日帰り 

      場  所：宝塚市宝塚大劇場及び宝塚ホテル「アンサンブル」 

      料  金：会員 11,250円／会員家族 11,750円／非会員12,750円 

   申込期間：11月 19日（金）まで 

   申込方法：共済ニュース 2ページ下の申込欄に記入の上、申込先担当旅行社の 

        毎日新聞大阪開発株式会社（FAX：06-6346-8801）へ直接お申込み 

        ください。旅行社から確認書と請求書が郵送されます。 

 

  (4) 11月プレゼント☆よしもと直営劇場指定席予約引換券 ペア5組10名様 

 

   劇  場：なんばグランド花月または京都祇園花月劇場のどちらか 

   応募方法：共済ニュース 4ページ目下の FAX用応募用紙またはハガキで 

        ご応募ください。 

      応募締日：11月 15日（月）16 時必着分まで 

      当選発表：当選者の方にのみ事務局よりご連絡いたします。 

 

   窓口にてよしもと劇場観賞券絶賛販売中！ 

   なんばグランド花月：一般 4,300～4,800円⇒ 3,400円 

   京 都 祇 園花月：一般3,800円    ⇒ 2,700円 

   ※ハートプル窓口にて会員証提示の上現金でご購入ください。 

 

  (5) 観 劇 案 内    

   公 演 名：京都・キエフ姉妹都市提携 50 周年記念事業 

        CHINTAIクラシック ・ スペシャル 

        キエフ・バレエ 

        タラス・シェフチェンコ記念ウクライナ国立バレエ 

        「くるみ割り人形」 

   公演日時：1月 8日（土）15：00 開演 

   会  場： ロームシアター京都 メインホール 

   料  金：S席 一般8,500円⇒ 6,200円 

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

        お申込みください。 

 

  (6) ※※湯快リゾート宿泊券（5,000円）販売終了のお知らせ※※ 

   施設都合により、窓口にて通年販売しておりました湯快リゾート宿泊券 

   （5,000 円）は 9月末をもって販売終了とさせていただきました。 

   今後の取扱いは未定です。 

   急なお知らせで誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承くださいますようお願い 

   いたします。 
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  (7) 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！ 

 

   人事総務ご担当者向けセミナー開催のご案内 

    社内コミュニケーションをテーマにオンラインセミナーを開催します！ 

    【セミナー概要】 

     テーマ：社内コミュニケーション活性化ペップトーク 

     日  時：2021年11月11日（木）16:00から17:30 

     参加費用：無 料 ※オンラインセミナーとなります。 

     講  師：ペップトークファシリテーター 福成 二三代 氏 

 

    コロナ禍で在宅勤務が増える中、社内コミュニケーション向上を課題とする企 

    業が増えています。ペップトークという言葉をご存じでしょうか？ペップトー 

    クとは、スポーツの試合前に監督やコーチが選手に対して行うショートスピー 

    チです。言葉には力があり元気づける事が出来ます。相手も自分も元気になる 

    言葉の技術「ペップトーク」を身につけ、社内コミュニケーション向上に繋げ 

    ましょう！ 

 

    プログラム内容 

    ⇒ http://www.fukurishop.net/ups/files/mko7472862891671100877.pdf 

 

    参加ご希望の方は下記 URLよりお申込みください。 

    ⇒ https://www.fukuri.net/osaka-seminar/ 

 

▼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427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。 

  【開 催 日】11月 17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】尼崎市における宅建協会の役割      

  【講  師】一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会 

                  尼崎支部長 福田 泰彦(ふくだ やすひこ) 氏 

                （株式会社福田工務店 代表取締役） 

   【参 加 費】会員：1,000円 非会員：1,500円    

   ・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。 

http://www.fukurishop.net/ups/files/mko7472862891671100877.pdf
https://www.fukuri.net/osaka-seminar/
https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
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  【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） 

      「木造住宅における許容応力度設計技術」（12/4,5） 

        ※木造住宅の構造計算をやってみませんか！ 

        ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A901-005-A.html 

      「配管技術者のための実践的伝熱計算技術」（12/6,7） 

        ※配管設計における実践的な伝熱計算方法が学べます！ 

        ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2021/A807-Z01-A-3.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 

    ・尼崎市事業継続一時支援金 

      新型コロナウイルス感染症の拡大による売上減少に直面している事業者であるもの 

    の、売上減少の要件等により国や県の支援金の対象とならない事業者に対して、 

      尼崎市が独自に事業継続に向けた支援金を給付します。 

      ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026324.html 

    

   ・尼崎市雇用促進奨励金 

     新型コロナウイルス感染症の影響により市内の雇用情勢が悪化している状況におい 

     て、市民の雇用機会の創出及び市内事業所の人材確保を図るため、求職者を雇い入れ、 

     一定期間雇用した者に対し、予算の範囲内において尼崎市雇用促進奨励金を支給します。 

     ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1026086.html 

 

   ・尼崎市創業支援事業 

     新型コロナウイルス感染症の影響下において、新しい生活様式や新しい働き方等の 

     変化が生まれている中、新たなビジネスにチャレンジする創業者、第二創業者を 

     対象に、創業時に要する経費の一部を補助します。 

     ⇒ https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/keiei_sien/1006269/1006306.html 

  ・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/ 

   ＊問い合せ TEL：0120-79-1149 
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