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阪神尼崎駅北側にある中央公園の桜が満開になりました（尼崎中小企業センターはすぐそばにあ

ります）。昨年度はコロナ禍で揺れ続けた 1年でしたが、令和 4年度の尼崎市産業・経済の回復と新

展開に向けて、私共（公財）尼崎地域産業活性化機構も市内中小企業の皆さんのパートナーとして

その役割を果たしていきたいと考えています。 

 さて、政府は今「新しい資本主義」を提唱しています。適切な分配が成長を促すとする「成長と

分配の好循環」はそのキャッチフレーズですが、こうした資本主義の見直しは国際的にもその動き

がみられるものです。このなかで、知識や情報といった「無形資産」、そしてこれらを支える「人」

への積極的な投資は、進化を続ける新たな資本主義を切り拓く最も重要な要素として位置づけられ

るものです。特に、この人への投資は産業のまち尼崎においてイノベーションを喚起・継続するう

えで大変重要です。 

 地域の労働市場の在り方が問われています。残念なことに、日本の労働市場は 21世紀に入ってと

りわけ弱体化してきました。コロナ禍以前から、大きな問題を抱えていたのです。その第一の要因

は、「人」への投資を怠ってきたからです。工場や機械といった設備への巧みな投資によって成功を

おさめた日本の企業は、無形資産である人への投資に対し世界的な潮流変化の中では後れを取った

と言わざるを得ず、さらにグローバルに開かれた人材市場形成にも対応できなかったといっていい

でしょう。労働市場の質的転換をはかるための内部労働市場・外部労働市場両面での抜本的な変革

は尼崎の産業がコロナ禍後の発展を企図するうえで喫緊の課題といっていいでしょう。 

 

▼1.活性化機構からのご案内 

（1)  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 

（2)「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 

 (3) 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。 

https://abiz.jp/
https://kip-amagasaki.jp/
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    【問い合せ】事業課 06-6488-9565 

 (4) 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 

 New! 

     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_2022.pdf 

 (5) 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. 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1-3月期）」 

    業況判断DIは、全産業・非製造業では大幅な悪化。製造業では悪化。 

   <ポイント> 

      ・出荷額・売上高等DI 全産業、非製造業で大幅な悪化。製造業で悪化。 

      ・収 益 DI        全産業、製造業、非製造業とも悪化。 

      ・ (原材料)仕入価格DI 全産業で横ばい、製造業で低下、非製造業で上昇。DIはいずれも高

水準 

 

   詳しくは 

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

 

 New!  

   (2) 調査報告『令和 3年 労働環境実態調査』（尼崎市委託事業） 

   尼崎市内における勤労者の労働条件等の実態を把握する調査を毎年実施しています。 

 

   詳しくは 

    ⇒ https://www.ama-in.or.jp/research/sub01.html#6 

 

▼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。 

https://web.hyogo-iic.ne.jp/keiei/yorozu
https://web.hyogo-iic.ne.jp/files/yorozu/yorozu_satellite_flyer_2022.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/research/sub01.html%231
https://www.ama-in.or.jp/research/sub01.html%236
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   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 4年4月号をご覧ください。 

      ⇒ https://www.ama-in.or.jp/fukushi/images/fukushi_no468.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）へお願いい致します。 

 

  【1P】健康支援事業のご案内 

 

    ◆事業所検診受診補助 

     【補助対象】ハートプル会員（受診時） 

     【補助金額】Aセット 2,000円、Bセット 1,000円 

     【利用方法】ハートプル事務局に事業所単位でお申込みください。 

     【受付期間】2022年4月 4日（月）～2023年2月13日（月）    

 

    ◇人間ドック受診補助 

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_no468.pdf
https://www.ama-in.or.jp/fukushi/
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     【補助対象】ハートプル会員（4月～2月の間で1回限り） 

     【補助金額】20,000円以上に限り5,000円補助 

     【利用方法】ハートプル事務局に事業所単位でお申込みください。 

     【受付期間】2022年4月 4日（月）～2023年2月13日（月） 

     【受診期間】2022年4月18日（月）～2023年2月27日（月） 

 

    ◆インフルエンザ予防接種費用補助 

     【補助対象】ハートプル会員（4月以降本人1回接種分） 

     【補助金額】800円（予定） 

      ※申請方法等は接種時期に改めてご案内致します。 

 

    ◇出張版メンタルヘルスセミナー 

     【補助対象】ハートプル会員事業所 

     【実施期間】2022年4月～2023年3月の間でご都合のよい日時 

     【実施場所】事業所へ講師が赴き事業所の空き部屋、スペース等にて 

     【申込方法】ホームページの申込用紙に記入後 FAXでお申込みください。 

     【講 師 料】無 料 

 

  【2P】○NEW Reoma WORLD レオマリゾート 

     2022年度レオマフレンドクラブ会員証＆特別ご優待 配布中 

     【有効期限】2022年6月30日(木) まで 

     【配布方法】ハートプル窓口にて会員証提示の上必要枚数をお取りください。 

 

     ●セラヴィリゾート泉郷 

     セラヴィリゾート泉郷＜新規＞特別提携施設のご案内 

     伊東・ 伊豆高原・伊豆熱川・浜名湖・定山渓・淡路島・鳴門・那覇 

      2022年4月 1日より新しく9施設がご利用いただけます。ご予約受付中 

      ・ご予約はセラヴィリゾート泉郷予約センター(050-5846-1234)まで 

           （月～土曜日 10：00～18：00（日・祝日及び 12/29～1/3は休業）） 

            ※繁忙期につき回線が混雑致します。予めご了承ください。 

 

 【3P】◆－全福センターの案内－ 

      一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンターに加盟しています。 

     【利用方法】電話、会員証提示、クーポン券、商品購入、宿泊予約など 

     【利用対象】 会員ご本人（およびその配偶者）から 2親等以内 

      お得な情報が満載のホームページはこちら⇒ https://www.zenpuku.or.jp 

 

     ◇令和4年度東京ディズニーリゾート・コーポレートプログラム利用券 

      【補 助 額】500円 ※会員1人年間10枚まで 

      【利用対象】会員本人と会員のご家族 （一親等まで） 

      【配布場所】窓口にて申込用紙に記入の上必要枚数をお渡しします。 

            

  【4P】コンサート・観劇 

     ○フォレスタコンサート in神戸 ～おかげさまで 20年～ 

      【公演日時】5月14日(土)14：00開演(13：00開場) 
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      【料  金】全席指定 4,500円 

      【引渡期間】4月26日(火)～5月6日(金) 

      【会  場】神戸国際会館 こくさいホール 

      【申込締日】4月14日(木)まで 

       ※未就学児入場不可 

     

     ●宝塚歌劇星組公演  

      ミュージカル 『巡礼の年～リスト・フェレンツ、魂の彷徨～』 

      ショーグルーヴ『Fashionable Empire』 

     【公演日時】6月12日(日)11：00開演(10：30開場) 

           6月20日(月)13：00開演(12：30開場) 

     【料    金】S席8,000円 

     【引渡期間】5月25日(水)～6月6日(月) 

     【会    場】宝塚大劇場 

     【申込締日】4月19日(火)まで 

 

  ♪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430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】4月 20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】ホテルと女性活躍推進 

   【講   師】尼崎ホテル開発株式会社(ホテルヴィスキオ尼崎) 

                  代表取締役社長兼執行役員 総支配人 

                   大矢 悦子（おおや えつこ） 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 

     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 

https://www.ama-in.or.jp/amagasaki-club/
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       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 

 

      「仕上施工図作成実践技術<ＲＣ造編>」（5/15,22,29） 

      初めて施工図を作成する方へ！納まりを考えながら各種割付図を作成してみませんか！ 

       ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/C301-016-A-130.html 

 

      「機械組立仕上げのテクニック」（5/23,24,25,26） 

      やすり、きさげ等を使用し、角ロッド等の仕上げ加工を行い、組み立てます！ 

       ⇒ https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/B105-001-A-228.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 

    ・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5号の対象業種が4月1日より下記のとおりとなります。（4/1～6/30） 

   ⇒ https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220311_5gou.html 

https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/index.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/C301-016-A-130.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/contents/holding/2022/B105-001-A-228.html
https://www3.jeed.go.jp/hyogo/poly/business/hl52qs0000045s67.html
⇒%20https:/www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/yusi_sonota/safetynet/index.html
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2022/220311_5gou.html

