
たな卸しシート
平成22年(2010年) 1 0月3 0日(土) 13:15-14:35　　　第2会場

施策名:地域産業の活性化 テーマ:商工業振興の今後の展開

担当課(室) :地域経済振興室 担当者:産業立地振興チーム　藤家

1.施策の展開に向けた戦 について

(1)施策の使命　【産業振興畠通

A.商工業振興のための豪産壷備

ら.企業･事業者への経営支畠

C.新産業･起業の促進

D.企業立地の促進

じて地域活性化につなげる】

(2)施策の使命を達成するため

･商工業振興費: 78,9

市内中小企
･中小企業金融対策費:

市内
･計量器検査費: 2,76

計量

在の資源配分の考え方

7人(うち再任用1人)

団体等の合理化,指導及び施設の近代化等市内産業の育成

536千円　　　4人(うち嘱託1人､臨職1人)

22年度補正予算計上見込18, 000千円)

誓言業の金融対策1人

基づく計量器定期検査､立入検査,計量啓発事業等

※費用については平成22年 予算　一般財源ベース｡人員は合計12人(平成22年度当初)

(3)テーマと施策との関係

A.商工業振興のための産業

･商業団体の共同事業へ

環境の確保を図る
･商工会議所の事業所支

･事業所間の交流の場を

･産業フェアにより市内

B.企業,事業所の経営力強

･事業所間の連携促進､

方法:情報提供､動
･円滑な資金繰りへの支

方法:金融相談,

C.新産業･起業の促進
･新たなビジネス機会の

･新たなビジネスの担い

D.企業立地の促進
･市外流出の抑制

･市外からの立地の促進

方法:土地､建物,読

境の条件整備

支援により,商業地の集客力の向上と､地域消費者の買物

事業を補助

ものづくりフォーラム｣や｢経営塾｣で提供

業所の特徴や新商品をP Rする場をつくる

のための取り組みを促進,支援

路拡大の支援

づけ､ノウハウ提供,事業実施の支援(補助)

斡旋､信用保証料や利子の助成,

2:I-1



たな卸しシート 2.テーマについての現状 ��

(1)現状(取組内容) 別紙 倬�{��H��{�"ﾘ������

'2'.PpqiBfE;;#zBi慧芸芸力弱体iヒ､商業の去い手S.足,消去者の買物行動の変化, 

:≡≡≡三三宝三三三三三三三三三二≡二三≡…二 としてゐ融資制度の限界) 

(3)テーマにかかわる構成事業観こ関する他部局,他セクターの類似事業 

咽,磨:産業振興施策,御慶融資 
･商工会議所:地朗■雌ヤド､事業所支援.相談､制度融資 

`4票等じて左業振興施策を展開 (参考:府内43市町村d)うち､企業立地促進条例の設置は18市4町) 

r 

3.-今後の施策展開の考え去(～平成25年度当初まで, � 

(1)忘認諾還､誓警主監芸諾knS'=言諾荒興することで,都市の ･芸FB=''&HSSX%ohB諾禁軍,'STo芸&を支援することにより､地域の活力が高ま 凾ｱぎわい ている. 

'2'['蓋芸芸孟這芸芸志望誌芸諾三冨Riq写警警去芸欝､簡潔に' 

産業振興施策再編の論点 

･経済状況の分析 

･産業振興における市の役臥嶺域の明確化 :芸霊芝芸芸悪賢志去恕'tの重複盛策の整理 

(3)2-(2)の問題点.課題の解の方法 

･新産業,起業の促進による軒たなビジネス創出と担い手の育成 

･事業所訪問の拡充による市 倬hｼh����IF8簡,ﾈｺﾘ峇�

･外部人材の導入(専門知識, 佝��/�tﾈ+x.��ﾈﾝ竰�

･制度融資について､市と開 唏ｴ�ｭb異�IWｲﾈﾙ�j�hﾌ�9著,h,ﾉo�ｨIZｩ%2�

･企業立地促進策の効果的な 囘�,�,(*(,I+(ﾛ芥ﾉ�:"���

b)_･1 - 1

i:





地域経済振興室産業立地振興

組織の使命: 『産業振興を通し

<産業振興施策>

活性化につなげる』

A.商工業振興のための条件整慮

操業環境の確保､集積の魅力向L

藍
B.企業･事業者の経営への支

意欲ある事業者への積極的支

そうした事業者を発掘､啓発､動機付け

C.新産業･起業の促進
●新たなビジネスの創出､

担い手の土成

D.企業立地の促進

( i )操業環境の確保

( ii )立地促進のための環境(条件)

『産業立地振興チームの業務構造

~⊂=了了. `中J

事業実施

への補助

ノウハウ提供/

筋道整理

交充の場提供

動機付け/

きっかけづくり

情報提侯

状況把握

経営塾
インキュベ

ションセンタ

専門家派遣

販路開拓
セミナー

ヽ

<支援の段階>　､､

度　現在)

<地域活性化>

(1 )地域経済の活性化を通じて地域の

生活文化を豊かにする
･多様な商店､サービス事業者が多様な商品､

サービスを提供する
･商品､サービスの工夫により､新たな生活文化

を提案(提供)する
･地域の賑わい創出

イ産(職)｣とr住｣が地域で共存することで生活

環境の便利さ､多様さを手に入れることができる
･市内事業者､従業員である市民の経済基盤の

向上

(2)地域経済の連関を活性化させる
･企業､事業所間の取引活性化

･産業集積の魅力(商業集積の集客力)の向上

---一日一一一､._一一一一一･ <産業環境の整備>

産業フェア　暮らし応援事業(pR部門)

補助/融資(小口)
･利子補給/保証料助成

･人材育成･開業支援

･共同施設･チャレンジショップ

･販路開拓

･商業団体活性化

トトY

暮らし応援事業

商業団体訪問

ヒアリング

__し,.__._

観光
~｢ll　■~~~~~

･商業地の

まちづくり
･TMO

･企業立地



JE攣Ef

商工業振興施策の概要(平成22年度)　市民生活部地域経済振興室産業立地振興チーム

lA.商工業振興のための条件整備 倬hｼi>�vR�

商業団体共同施設設置等補助 �4��ｸ5��ｸ6�.(･延�9Bﾈ4ｨ8��ｹ]ﾉ�Y9�&闔hⅸｼi&9�ﾈ,ﾈﾗ8*HｺI:�ｹ�ﾙ���OX,竸(�^(�zcｩd��ﾃRZID8�9&9�ﾃ2R�

地域商業団体活性化事業補助 �&闔hⅸｼi&9�ﾈ,ﾈﾗ8*I+(ﾛ位H�8.)&闔i�8ﾊ8,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ487�986x/�^(��

地域商業振興アドバイザー 派遣事業(再掲) 傅Hｼi&9�ﾈ*ｩ_�*h.�ｹ��,ﾈ��ﾈ�.(��邵馼ｼi9�,�,(*(,JH6X�ｸ7ﾘ,��+b�+ﾙ�ｩnX徂/�F位ﾘ+Rﾈ�ﾋ韈y;�/�ﾗ8*B��

【新規】地域商業団体による 暮らし応援事業補助 俐駟hｯｨ,倡9>�9ﾘ耳4ﾈ88987��ｸ98/���邵+Rﾈ+ｸ,ﾈｯｨｭI(h,傅Hｼi&9�ﾂ�*ｨ��N�(,ﾉ^�.x+X咎=ｨ,ﾈ+ﾘ-�,��ﾙzｩ4�,偃h.��x-餃ﾉHI�9�倬hｼh/�^"���

販売促進ツール活用講座 ��xｽ�,鵜ﾉHI�9��,h+X,JE���ﾈ6�8�5bﾈ6h4(5�7h8ﾈ499鎚ﾌ)5�,ﾉLﾉHB��9�乖�:�-h,ﾉ�hﾏ��ｸ/�ﾘ(-�.�+ﾘ-�,ﾈﾗXﾜ�."ﾈ彧x�,ﾉdﾉ(h�8,ﾈⅸｼh/��%8*H��*(ⅸｼh�(/����ｸ,�+X+ﾘﾆ�8,�,(*(,H,ﾈﾗXﾜ�/���邊�

チャレンジショップ事業 �(ｿ8*ｹ5云ﾈｨ駅��9�倬hｼi^(�8/�淤](�ｸ�x�,ﾈｿ8*ｹ5云ﾉ^(�>�vR�,唏ｴ霈h彿9�*ｩ%ｨｯｨｭH,們�ﾋ�5云ﾈ/�5x､ｨ+x.��ｨﾘx,ﾉ,�{�9�/�,x���ｲ�
上限120,000円/社3カ月～7日間 

経営改善塾(再掲) 佝�8淤��.(ｴ霈h,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ5ｨ7�6��ｲ�

企業情報収集.支援事業(再掲) 倡9>�.�,ﾈ,8*ﾘ.磯hｼh,ﾈ���IF8簡,ﾈ+ﾘ-�,ﾉdｹn(7�4�8ｨ984�,jHｮ仂hｭB�
のマッチングコーディネート 

工業支援事業所支援 アド八'げ一事業(再 掲) 儘鮎h馼ｼh�*ｩ_�*h.�ｹ��,ﾈ��ﾈ�.(��邵馼ｼi9�,�,(*(,Bﾈ6X�ｸ7ﾘ,���

じた専門家を派遣し,助言指導を行う. 

とよなか.ものづくり フォーラム(再掲) 倡9>�,ﾉ(h抦ｮ仂h.�,ﾈ,8*ﾘ.育�x,ﾈ+ﾘ-ⅸｮ仂hｭI:�ﾘ.(蝌ｼh辷�ｯｨｭB�,h,ﾉ��ﾆx,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ�饑�,h�檍*(,ﾈ�ｨ/�/�ｹ�+x.�7H4��ｸ8�8�/���邵�ｲ�

年6回開催 

とよなか産業フェア 倡9j�馼ｼh�(-h�9>�蝌ｼh-h,ﾉyﾘ��/�ﾔﾈ+�.�+ﾘ-�馼ｼh�ｭH,ﾉ��ﾆx,��,(,�+�.�+ﾘ-�dﾉ(h�8,ﾈ蝌ｼizy&隰(ｺｸ/��(+x.�+ﾘ-���ﾈ��8�,��

市民会館で開催○ 

とよなかインキュベーション �&闔h,ﾈｨ��ｸ嶌,�,(,�*ｨ.�5(7�8X6ｨ6X4(7(5x6ﾈ5�/�(i�8,h+X+ﾘｴ霈b�家を育成.支援する○ 
センタ-事業(再掲) 倬hｼi>�vSｨｴ霈h徂ﾊHｸh橙ﾈ馼ｼiJﾙUﾈ橙ﾈ8�986�橙ﾈ5ｨ7�6坪��邊ﾂ�

一般起業相談,起業家への日常的な相談対応等 

専門相談事業 囘ﾉ(hⅸﾔ��8�,hｺHﾜ:�d�zY�ｩ&ｳ�(栞7�5ﾈ5(99�ｩ&ｳ�(框�ﾈ,�5｢�
ミナ-開催予定 

B.企業.事業者への経営支援 倬hｼi>�vR�

地域商業振興アドバイザー 派遣事業(再 掲) 傅Hｼi&9�ﾈ*ｩ_�*h.�ｹ��,ﾈ��ﾈ�.(��邵馼ｼi9�,�,(*(,JH6X�ｸ7ﾘ,��+b�

た専門家を派遣し,助言指導を行う. 

企業情報収集ー支援事業(再掲) 倡9>�.�,ﾈ,8*ﾘ.磯hｼh,ﾈ���IF9��,ﾈ+ﾘ-�,ﾉdｹn(7�4�8ｨ984�,b隶仂hｭB�
のマッチングコ-デイネ-ト 

工業支援事業所支援 アド八〇げ一事業(再 掲) 儘鮎h馼ｼh�*ｩ_�*h.�ｹ��,ﾈ��ﾈ�.(��邵馼ｼi9�,�,(*(,Bﾈ6X�ｸ7ﾘ,���

じた専門家を派遣し､助言指導○ 

1-(-チ



とよなか.ものづくり フォーラム(再掲) 倡9>�,ﾉ(h抦ｮ仂h.�,ﾈ,8*ﾘ.育�x,ﾈ+ﾘ-�ｮ仂hｭI:�ﾘ.(蝌ｼh辷�ｯｨｭB�,h,ﾉ��ﾆx,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ�饑�,h�檍*(,ﾈ�ｨ/�/�ｹ�+x.�7H4��ｸ8�8�/���邵�｢�D緝��､ｨﾜ2鮎ik�勾�R��

経営改善塾(再掲) 佝�8淤��.(ｴ霈h,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ5ｨ7�6��ｲ�

販路開拓支援事業 唸.h.����4�,鵜ﾉц､ｩ��ﾇ�(,佰ﾈ*�5x麌檍-h,ﾈ�5x/��8+x+ﾒ�-ⅹ5x鹵�
会出展準備のためのセミナーを開催○ 

･出展料の1/2,上限5万円/年 

中小企業人材育成支援補助 倡9>�(h抦ｮ仂h*ｨﾗ8*I�ﾈﾝ闔y�ﾈ,ﾈ+ﾘ-�,ﾈｦX顗ﾊH�8-h,ﾉ^(��
受講料,講師謝礼金の1/2 

とよなかインキュベーション �&闔h,ﾈｨ��ｸ嶌,�,(,�*ｨ.�5(7�8X6ｨ6X4(7(5x6ﾈ5�/�(i�8,h+X+ﾘｴ霈b�徂/�孜�ﾂ韈�x+x.��ｲ�
センター事業(再掲) 倬hｼi>�vSｨｴ霈h徂ﾊHｸh橙ﾈ馼ｼiJﾙUﾈ橙ﾈ8�986�橙ﾈ5ｨ7�6��ｸ��郤B�

一般起業相談､起業家への日常的な相談対応等 

開業支援事業 倡8ｷ�-�ⅸﾔ��8�,ﾈｴ霈h辷�7h8ﾘ4�8�8�,ﾈ�9{倆(*ｨ�9>�,X､ｨｼh+x.��ﾝｸ,ﾉ,�{�/�^(��8ﾌ�)iﾈ苓�緝4ｨﾈ��

信用保証料助成 (府｢緊急保証制度｣) 仗亶ﾙ]ｸ���y7謁駅��(*ｩX�%8+X+ﾙ�ﾙw�]ｸ�閲�,ﾃ�D饂ｨ/���ﾂﾘ馼ｼh��*�+ﾘ.��8ﾌ�#Rﾃ���冷�

信用保証料助成 (府｢小規模資金｣) 儻ｺ(抦ｴｹlﾘ��ｾ�9y駅��(*ｩX�%8+X+ﾙ�ﾙw�]ｸ�閲�,ﾃ�D饂ｨ/���ﾂ�

利子補給 倡9�y7疫ｨ��y駅��(*ｨｪ鞋�+X+ﾘﾝｺIy育�,ﾈ自YB���2�/�^(ｸｸ+x.停�
｢小口事業資金｣｢中小企業事業資金｣｢緊急特別事業資金｣ 

預託金 倡9�y7疫ｨ��*ｨ苓ｨｨ,們�邵+8.ｨ.�.h*Bﾈ竧宜ｾ�uｨｴ�ｭb�ﾗ2�,况��R霄b�+)GｹzcIGｸ,ﾈ+ﾘ-�+�,ﾉv��Xｧｨ,ﾃIGｸ-ﾈ,X,ﾉuｨ����ﾗ8*ｨ�)Eﾈ�ｲ�

損失補償 倡8,ﾈ紀��+x.��y7疫ｨ��,ﾈ*H+��?ﾈﾜ)k�/�]ｸ��+x.��ﾙw�]ｸﾊ�*ｨ,(*(,B�
いない融資で,借受企業者の倒産等によって取扱金融機関が負った 損失に対し､市が当該金融機関にその損失額(融資元本残額及びその 

利子)を補償する○ 

C.新産業.起業の促進 倬hｼi>�vR�

経営改善塾(再掲) 佝�8淤��.(ｴ霈h,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ5ｨ7�6��ｲ�

とよなかインキュベーション �&闔h,ﾈｨ��ｸ嶌,�,(,�*ｨ.�5(7�8X6ｨ6X4(7(5x6ﾈ5�/�(i�8,h+X+ﾘｴ霈b�家を育成.支援する○ 
センター事業(再掲) 倬hｼi>�vSｨｴ霈h徂ﾊHｸh橙ﾈ馼ｼiJﾙUﾈ橙ﾈ8�986�檄H5ｨ7�6��ｸ��邊ﾂ�

一般起業相談,起業家への日常的な相談対応等 

D.企業立地の促進 倬hｼi>�vR�

豊中市企業立地促進事業 唸ﾌY.磯�蝎�X,ﾉKﾈｧｨ/�ｮ仂izy&顫y~8ｾ�,h+X,CYD隴H�ｹ�ﾈ,倡9j�冽�,��対して雇用促進奨励金,基準を上回る環境整備に環境配慮奨励金 
･工業地域では､｢大阪府第二種産業集積促進地域｣に指定されて 

おり,不動産取得税の軽減や設備投資への補助金あり○ 

空港周辺移転補償跡地への 仭8ﾖ��]8昆5ﾙ^(��Y&�-h,ﾈｮ仂izy&��9��,ﾈ+ﾘ-�,ﾉ_ｸﾟH,�,(*(,H,ﾉ+"�
･企業立地促進 俚�,h馼ｼh�9�-h,ﾈ�ﾋ�/�ｸ�-�.�+ﾘ-�,ﾈ4�6�6�485X�ｹF位ﾒ�

i-　トLt.



共通するもの等 倬hｼi>�vR�

経営レポート(商業) �9ﾘﾇhﾈｸ惠,�,xﾜY�h,ﾈﾆ�8�饑�.*Hﾗ9�ﾘ邵ﾟH/�(i�8,唔�xｽ�,��饑�/��/�ｹ�+Rﾈﾆ�8�9w�,ﾈﾏﾈ�8/��8+r��発行部数:3,000部(4-6ページ)を年に3-4回発行 

配布先:市内小売市場(350),商店会(1,600), 

大型店等(110)､関係機関,専門家(130)他 

経営レポート(工業) �9ﾘﾇhﾈｸ惠,�,xﾜY�h,ﾈﾆ�8�饑�.*Hﾗ9�ﾘ邵ﾟH/�(i�8,唔�xｽ�,��饑�/��/�ｹ�+Rﾈﾆ�8�9w�,ﾈﾏﾈ�8/��8+x�ｲ�
発行部数:2,500部(4-6ページ)を年に3回発行 

配布先:市内工業事業所(1,600)他 

大店立地法 ��Xﾅ�5云ﾉzy&馘�,舒�,8*ﾙ<ﾘ*��Hﾈ�,�,(*(,Bﾉ*�>��8ﾊ�/��o��

企業人権啓発事業 倡9>�ｮ仂h,ﾈ*H+��ｼh輯#Y�ﾈ決�8,ﾈ馼ｼh�,��ﾙ'X+8.ｨ,H*(.�(ﾏi�2�ﾜﾉw��俟ﾉ�ﾈﾊ�ﾅｹJﾙ�I��Z8,�.h.易ﾉ�ﾈ+8.ｨ.�)dﾉ(h�8ｮ仂i�ﾈﾊ��I���醜ｺhｶ8檄8,ﾈ駟k�ｼx/��8*ｩ%99h�ｹ:�hｶ8檍檍輯�Sx馼ｼh��#)D�2�ﾈ靈ｸﾝﾒ��

定期検査 佗i|ｩd�,舒�,(*ｲﾈⅸ竧処.(�洩�,俶yw�+x.佗i|ｨｮﾘ,ﾉ.葦ｨ��ｩ�/����邵�ｸﾉ��,ﾓ)D�+(,h,X*�.�+ﾘ-��8/�>ﾉfｸ,兒ｨ*�h吋紿ﾈ�,冉ｹYB�>ﾉYH/�ﾏ��h,X��邵+X,H*(.��ｲс#)7�,ﾙfｹYB��

立入検査 �9?�ﾌｸ,��ｸｯｨｹ�d･GV┘ﾈ-�%dｨ鬱U���5h,H+�5dGDR�

･立入検査:量販店やガソリンスタンドなどの事業所に出向いて 実地 

検査を行う 
･商品量目買取検査:密封商品のため包装などを破棄しなければ 

内容量 
が適正化確認できない商品を買取って検査する 

･適正計量管理事業所指定申請検査:計量器の適正管理を独自に 行う 

適正計量管理事業所の指定に関する検査を実施 (投資者与為は癖が生協1 
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住宅地として早くから発展してきた豊中
は､成熟した住宅地として人口38万人
全国初の大規模ニュータウンとして開発
された千里ニュータウンはまちびらきか
ら40年を経てまちの更新が進み､新し
い世代の入居等整

研究機関に藩密約でいる

大阪大学の豊中キャンパスが
あるほか､周辺地域には大阪大学
吹田キャンパス､産業技術総合研
究所関西センター(園の研究機
関)､彩都(新たなライフサイエンス
分野の研究開発拠点)が集積｡

績み重ね

市内41の小学校区単位で公民分館
活動や校区福祉協議会がある｡また､
｢まちづくり条例｣にもとづく市民主体のま

ちづくり活動も行われており､市民公益
活動も拡がっています｡

こうした豊かな蓄積を土台に｢まち申ビ

ジネス｣が生まれてきています.

-鰻埴夢都帝に新わあ亀産米が密執

新摘1塵紫が朝市銅盤活薗魯快適に啓愚-



畳嘩鈎亀鈎尊宅鮎B

豊中市には､ものづくりをおこなっている事業所がたくさんあります｡

1-T?

また､下の表のように､豊中市のものづくりにおいては､約70%が

米機別事米所数の比率(従業員4人以上) (平成20年工巣統計調査)

豊申鈎患繭尊宅あ撤拓嬉し昏圏

豊中市では､都市の活性化に欠かせない産業振興をより進めるため､平成20年(2008

年)4月l田からr豊中市企業立地促進条例Jを施行しました.
この条例により､市内に製造業等の串韓所を新設･増設･建替えをする隙に､奨励金を

交付し､地域と調和した事業所の立地､雇用機会の拡大をすすめます0

大阪国際空港周辺

移乾補償跡地の活

すすめていきます

凡　　　別

粒工混地域

工妊Jtb叫
I L'71LP円軌も巾⊥芦功u

r.･?亜小河庁内清二rb!柏ぽ

L7) g中戸出汀･ JZ内諾町丁穀1也

【℃抄T7円二地･ ^流D7エ隻脚9



商店鰐轡地域鈎駒店

}･I-＼o

豊中駅前七夕まつり 
-,L二翫 劔�1 

変電の中か生酒の申癌lE 劔l戯棚 

商店街は買物の場だけではなく､ 乘2ﾂ稠幽ｽ�� ��｢����7��ﾓR�ｩ��事ー 芯..._'EJti 綿��艶刑p- 
L-1g.ポ ド 白�剿ﾈﾆB�墜�阨�"yY6ﾂ��瀞粫F8譴������

習い事や子どもの居場所､地域の JT幣賢苧 JJtYE:芸 I -.I■ ��r�示鳴ﾂﾒﾇｲﾂ�岩野墓.袈-:-† 削.. 義gif闘 ∫ 

コン-トの会場として､空き店舗が活用顎 

されていますo!T#l 

･.-ruit- 冲J 剋�|巳.3., � 

量▲　　地域璃醜団体鞠鈎鷺揺



願魁叡噂撃砕配労務謁

地域にとって､自分にとってのrあったらいいな-｣という想いから､今までに

なかった新しいビジネスがはじまりますo

豊中では､そんな新しい｢まち申ビジネス｣がまちのあちこちで生まれていま

す｡一つ一つは小さなビジネスですが､ここではほんの一例をご紹介a

付-i-〓

飽策◎厳密祝審鴨鍋驚藤



ハイモビリティ都市｡豊中

豊中市企業立地のご案内

High mobi嘩ciiy Toyonaka

1-ト12_



豊中市長からのメッセージ MESSAGE

本市は､良好な住宅都市､教育文化都市として発展してまいりましたoしかし､

その一方､市の南部･西部地域には､あまり知られてはいませんが､府内有数(宿

内5番目)の工業事業所が集積するものづくり都市でもあります｡

こうした背景には､本市の立地環境があります｡それは大阪都心に隣接する

とともに､大阪国際空港をはじめ名神高速道路や中国縦貫自動車道､新欝線な

どの広域交通に極めて恵まれたハイモビリティ都市であることです｡

また､市域内には､大阪モノレールや阪急電鉄､北大阪急行電鉄など公共交通

網が整備されており､交通の利便性は多くのみなさまから高く評価されてい
ます｡

現夜､本市では､千里ニュータウンのリニューアルや空港周辺移転補償跡地

の有効活用といったさまざまなビッグプロジェクトが進行しており､今まき
に豊中市は更なる発展に向けて､動き始めたところであります｡

本市といたしましては､こうした動きをより確実なものにするため､ ｢豊中市企業立地促進条例｣を本年

4月1日に施行しました｡

今後は､豊中商工会議所と連携しながら､持続発展都市とよなかの創造に向け､地域と調和のとれた事業

所の立地を促進する一方､雇用機会の拡大にも努めてまいりたいと考えております｡

企業のみなさまには､本市が持つポテンシャルを最大限活用され､将来のビジネスチャンスに繋げていた

だくため､本市への企業立地をご提案させていただきます｡

平成2時(200時)8月　豊中市長浅利　敬一郎

豊中市の概要

豊中市は､名神高速道路や中国縦貫自動車道､新御

堂筋などの幹線道路網が整備されているほか､空の

玄関口･大阪国際空港も立地する交通の利便性が高
い都市ですo

明治22年(1889年)の町村制施行に伴い､摂津国豊

島郡内の5村が合併し､豊島郡の中央部に位置した
ことから､豊中村と名付けられました｡その後､豊中

町を経て､昭和11年(1936年)10月15日に豊中市が誕

生しました｡

市域のうち､北東部に位置し､吹田市にまたがる千
里ニュータウンは､昭和37年(1962年)のまち開きか

ら46年を迎えました｡中部の岡町あたりは古くから

原田神社の門前町としてひらけ､江戸中期から能勢
街道沿いに商家が立ち並び､今もその面影を残して
います｡南部の庄内地域は下町の人情と活気があふ

れるまちです｡

SUMMARY



抜群の広域アクセス
■■~~~■■■■lllllll.･.■~■■~■■■■~■■~■■~~■■■llllll.･.一一■■■■■-■一一一一一一一一一.一･･････.■■一一一一一一一一一一■■■■■■■-

プットワ-タに自信凝ります

ACCESS

◎ものづくり事業所数(全数調査)は1 ,262事

業所､豊中市は大阪府内第5位｡

◎業種は､機械金属製造業が集積｡

業種構成(4人以上)で機械金属は2/3

を占める｡工作機械部品や､製缶などの

太物加工を得意とする事業所が多数｡
(出典二｢大阪の工業(平成18年調査)確報｣)

⑳尭阪府平均を上回る業績歪雷雲ニ 
工業事業所の推移 剪�製造品出荷額等の推移 剪�従業者数の推移 剪�

(従業員4人以上の事業所) 劔(従業員4人以上の事業所) 劔(従業員4人以上の事業所) 

110,0% 100.0% 90.0% 80_0% �� �120_Oy. 110_0% 100.0% 90.0% 80.0% ���B綯R�6ﾒ� �120.0% 110.0% 一oo.0% 90.0% 80_0% �� 
106.8% 102.6% ____497,4%^98,3% 劔･o….3%_.望.,1,A;.:-;f% 劔97,0%96.4%98.9% 

loo,0%101,2み､Yヽ 92.3%や一一--l94,6% 劔loo,oii~-諾.-%Ttg% 劔loo-0%96-芸0-a---慧信二 

一､◆ 87.6% 劔 劔 

1-卜1Lf　　　　　　　　　(工業統計調査)



豊中市の優れた立地環境を紹介します

豊中市は大阪都心に憐接し､市内には大阪国際

空港のターミナルがあり､阪急､北大阪急行､新

幹線､高速道路など各種交通アクセスに優れて

います｡

産業･研究機閑の集積

TOYONAKA INTRODUCTH〕N



豊中市企業立地促進制度 SYSTEM

豊中への新規立地と､市内事業所◎事業拡大｡新規投資を応接します

豊中市では､都市の活性化に欠かせない産業振興をより進めるため､

平成20年(2008年)4月1日から｢豊中市企業立地促進条例｣を施行しました｡

この条例により､市内に製造業等の事業所を新設･増設･建替えをする際に､

奨励金を交付し､地域と調和した事業所の立地､雇用機会の拡大をすすめます｡

⑳対象業種

日本標準産業分類において分類された以下の業種
が対象となります｡

①製造業

①道路貨物運送業でかつ､倉庫業､冷蔵倉庫業､

梱包業のいずれかを含む事業者

◎交付内容と要件

◎対象地域

都市計画法第8条に定め
る用途地域のうち､準工業

地域または工業地域

(次ページ参照)

立地促進奨励金 豫(ｺｹGｩ{h偰~8ｾ��雇用促進奨励金 

交 鋳���倬hｼh�伊ｩZｒ�豊中市環境配慮 倬hｼh､ｨ跖ﾎ39D��

･新設.建替えの場合､床面積lOOma以上 倡y�ｨ,�<X,8*ﾙ|��を経過した日に､ 

の建設であること �ｸｮ顏�/�+H*h.��市民を新規に1 
･増設の場合､30m2以上の拡張であり､ 處�&�/��餔X+X,B�年以上正規雇用 

付 �*�,)�ﾘ��lｩ��*｣���ﾓ(決�8,X*�.�+�,b�いること○ �+X,H*(.�+�,f��

要 茶"�7�&罠lｩ��hﾈ�,�+R���hﾛhｴﾈ,ﾊ)zy&��9���

件 宙齪ﾌ引ｩtﾂ�,�妤*(+�.ｨ.��"��傅y~8ｾ�8,ﾈﾏ�WI���ｲ�

(3)設備(償却資産) 凾ﾆなった事業所(建物) 

新規取得額合計が1,000万円以上で 凾ﾅ従事する職員に 

あること 剏ﾀりますo 

交 �7�&鶇ﾉｩZｈ馼ｼh�唔�ﾙOR飲霍���蜥�,�*��基準を1m2上回 ���ﾈ*�+ﾘ.���iﾈ冷�

付 �*�.侘Y.磯�蝎�Y�ｩ9hｧｨ,ﾃ��ﾃ(/�YD隴H,��るごとに1万円 ��hﾌ�7逢｣�ﾃ���iﾈ冷�

内 �.ﾘ+ﾘ,�,Hﾏ�WB�※限度額1,000万円 

杏 ��iD�7�*�+ﾘ.�,ﾈﾌ�7旭s�壓冷�

※告奨励金は､事業所(建物)の建設が前提となります｡

2:ド(ら



企業立地促進条例　手続きの流れ　　　PFIC⊂EruUF-EPROCEDURE

建築確認申請までに､事前に帝王労政課轟でご相談ください
地域経済振興室

建築確認申請(★日

建築確認済証交付

申込書提出(★2)

指定通知(★3)

事業開始届提出

現場の確認

交付申込書提出

交付決定通知

奨励金交付申込

条例の対象地と
空港周辺移転補償跡地

大阪国際空港の騒音指定区域内の

移転補償跡地が航空機進入直下周

辺に点在していますが､同区域の

縮小に伴い､移転補償跡地を一般

に売却する準備が進められていま

す｡ (F芋葦｢のエリア)

凡　　　　例

準工業地域

工業地域
①豊中市豊両町工業地域

②豊中市庄内商工業地域

③豊中市島江･庄内宝町工業地域

④豊中市二葉･大島町工業地域

⑤豊中市神崎川南工業地域

は認関

≡
豊指検

豊中市地域経済振興室
★1

建築確認申請の申請日が平
成20年4月1日以降であ
ることが必要です｡

★2
指定申込から指定までの審
査に原則2週間を必要とし
ます｡

★3
操業開始前に指定を受ける
ことが必要ですo



豊中市の工業地矧ま大阪府の｢第二種産業集積促進地域｣に指定されました

その地域では大阪府の以下の制麿が国憲されてしぼす

産業集積促進税制(不動産取得税の軽減)

第二種産業集積促進地域における工場､研究所等の家屋又
はその敷地となる土地の取得に係る不動産取得税を軽減す
る特例措置を設けていますo
F対象不動産
第二種産業集積促進地域の指定公示日から平成22年3月31日
まで(地域の変更又は指定の解除があった場合はその公示の

日まで)の対象期間中に､地域内において取得した家屋又は
その敷地である土地
※家屋は､自己の事業(風俗営業等及び風俗営業等に利用さ
せる目的で不動産を貸し付ける事業を除く｡)として工場､

研究所等の用に供するものに限り､住宅を除く｡
1.家屋を建築(新築､増築､改築)した場合は､対象期間中に建

設の着手が行われた場合に限る(対象期間後の取得を含む｡ ) 0
2.建築以外(売買､交換､贈与等)の場合は､対象期間中に取

得したものに限る｡
※土地は､対象期間中に取得し､かつ､取得の日の翌日から

1年以内に以下のいずれかが行われた場合に限る｡

1.当該土地を敷地とする対象家屋の建設(新築又は増築に

限る｡ )の着手が行われた場合
2.対象家屋を取得(建築した場合を除くo)した場合

胃対象者
自己の事業の用に供するために対象不動産を取得した方の
うち､対象不動産の取得に関して市町村が講ずる優遇措置を

受けた方
■軽減額
対象不動産の取得に係る不動産取得税の2分の1に相当す
る会額(上限: 2億円)

府内投資促進補助金

第二種産業集積促進地域において､工場又は研究開発施設
の新築や増改築を行う中小企業等に対し､必要となる経費の
一部を補助する制度です｡

Eg補助対象者

第二種産業集積促進地域内で工場又は研究開発施設の新築･
増改築を行う企業
団補助要件
･中小企業の場合は家屋及び償却資産の取得に係る経費が

1億円以上であること
･大企業の場合は家屋及び償却資産の取得に係る経費が5億

円以上かつ､先端産業であること
･市町村による企業立地を促進する優遇措置の利用が見込ま

れること
岡補助対象経費
家屋及び償却資産(機械設備等)の取得に係る経費
岡補助率等
補助対象経費の5%(府内に本社､工場又は研究開発施設を
持つ中小企業は1 0%)補助限度額は5千万円
※福助金申請前に契約･購入した=事､機械設備の経費は

対象となりません｡
※補助金交付申請後3年以内に操業を開始し､かつ7年以上

操業していただく必要があります｡

前ページへ

総合的にものづくり支援を行ってい宏す

>r経営レポート｣(=業)の発行

>=業事業所支援アドバイザー派遣

[中小企業人材育成支援補助

> ｢地域就労支援センター｣

(地域就労支援事業)

?ものづくり体験ツアー
※中学生対象

> ｢豊中しごと相談ひろぽ｣
(無料職業紹介事業)

豊中市市民生活部

>とよなか･ものづくり

フォーラムの開催

ト豊中市中小企業

小口事業費金融責

>他に大阪府の融資制度も

受付しています

地域経済振興室

TEL:06-6858-2189/2190 (直通) FAX 06-4865-2058

些覇盃.-覇≡‖=siolkor-@jlg'･t･?I:-n芸-:.?I:Saka-jp _, ､ , _ _ __室____



平成19年度　豊中市商業団体現状調査結果

【調査実施商業団体数】
区分 �&9�ﾉ�B�

小売市場 ��i&9�ﾂ�

商店会 鼎�&9�ﾂ�

合計 田I&8��

【団体の現状について】
*商業団体の代表者への聞き取り結果を集計したもの｡

1.共同事業などの 活動をしている､ I �2.会員相互の交充 をしているが､共同 事業には至ってい ない �3.休会など 剄㈹v 

団体数 俔ﾉ�ﾉNB�団体数 俔ﾉ�ﾉNB�団体数 俔ﾉ�ﾉNB�団停数 俔ﾉ�ﾉNB�

小売市場 (A) 釘�25.0% �2�18.8% 湯�56.3% ��b�100% 

商店会 (B) �3"�66.7% 免ﾂ�22.9% 迭�10.4% 鼎��100% 

商業団体 (A)十(B) �3b�56.3% ��B�21.9% ��B�21.9% 田B�100% 

【商業団体区域内での商業団体加入状況について】(N=58) 

区分 傅ﾉHH�8�｢�傅I5���俘xﾇb�淫ﾉHH�8�｢ｸⅹ5���

店舗数 俔ﾉ�ﾉNB�店舗数 俔ﾉ�ﾉNB�店舗数 俔ﾉ�ﾉNB�

会員 ��#"�80.3% ��ﾃc澱�76.6% ��ﾃ����76.9% 

非会員 唐�5.3% �3cR�16.5% �3s2�15.8% 

空き店舗 �"s"�14.4% ��S"�6.9% ��sB�7.4% 

合計 ��S"�100.0% �"ﾃ#�2�100.0% �"ﾃ3cb�一oo.0% 

*非会員(未加入)の理由<聞きとり調査から得た主な意見> 
･大手フランチャイズチェーン店等は､本部の意向に沿って動くため､加入の同意を得にくい｡
･居酒屋等､夜営業等の場合､共同販促セールに参加しにくい等の理由から､加入の同意を得にくい｡

く参考〉　豊中市域事業所数

区分 倬hｼh��B�

小売業 �"ﾃcッ�

飲食店.宿泊業 �"ﾃ�#b�

サービス業 �"ﾃS3R�

合計 途ﾃ#Cr�

出典:平成18年度事業所統計調査
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豊中市小売市場連合卦豊中市商店会連合会の概要

①豊中市小売市場連合卦豊中市商店会連合会の事業概要

･会員の共同事業及び各種講習,研修,見学会などの事業を実施する｡

②豊中市小売市場連合会加入件数の比較(H14.6とH22.4と 

会員 儖�檍蹴�総数＼ 

H14.6 �&9�ﾉ�B�17市場 �(�8�｢�19市場 
会員数 �##�5��15店 �#C95��

H22.4 �&9�ﾉ�B�7市場 滴�8�｢�日市場 
会員数 鉄)9r�61店 ���ｳ95��

③豊中市商店会連合会加入件数の推移(H14.6とH22.4との 

会員.,I_. ��ｹO�檍蹴�総数__ 

H14.6 �&9�ﾉ�B�18商店会 �3(ⅹ5���50商店会 
会員数 塔�95��一,12一店 辻���3I5��

H22.4 �&8ﾈ��B�16商店会 蔦3�ⅹ5���チ -47商店会 
会員数 鉄c��"�･1,154店 ��ﾃs�I5��

の比較)

ユー　トlo



豊中商工会議所組織図

常議員会

常議員　33名

部 会

商　　業　　部　　会工　　業　　部　　会建　設　業　部　会交通運輸自動車部会理　　財　　部　　会サービ　ス業部会庶　　業　　部　　会

胃会員数

(参考)

監　事3名

員

会　頭1名

副会頭　4名

各種委員会

※各年度事業報告書より
平成19年 兌ﾙ�ﾃ#�D��平成21年 

1,658(2,227i___ ��ﾃcSb�"ﾃ�Cr��1,660(2,012) 
(内訳)個人 鼎�2�480 鼎cr�

法人 ��ﾃ�C��1,154 ��ﾈ�ｳx�ｲ�

団体 �3Bツ�2��22(391) �#"�3S"停�

( )内の数字は､団体会員を構成員数に読み換えた実質会員数

市内事業所数 ��2ﾃss��13,778 ��2ﾃss��

会議所組織率 ��b�"R�14.9% ��B綯R�

※｢平成18(2006)年度事業所･企業統計調査｣より
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豊中商工会議所への補助対象事業(平成21年度)

事業名内容l事業費 剪�

商工業取引活性化支援事業 �7ｨ�ｸ8�7��ｸ5x8ｨ984頷zH8��ｸ8ｸ7ﾘ4ｸ5x99G｢��ﾚH7(5x6ﾈ5�8(�ｸ8ｹ9�,�.h.蟹�8�94傅Hﾔ鮎b�ｨ��ｸ嶌/��ﾘ.�+ﾘ-�,ﾈⅸﾔ��8�5H486xｬyyﾒ�1,300,000 倡9^(��2ﾃ��2ﾃ�����h馼ｼiN��,ﾃ3RX-ﾂ�,R�$�+R�uﾈ螽,ﾉLﾒ�雇>���

産学連携サポート事業 伜乂y��ﾆx5H7ﾈ�ｸ6x7j�4�8�8�,佛x.�7ｨ�ｸ8��7��ｸ5xﾞﾉ�ﾂ靱��h戊�2�630,000 

調査広報事業 傅Hﾔ��8�ﾆ�8�饑�顏ﾞﾉ�ﾈ,佛x.�8ﾟﾊH+ｲ�,ﾈ鑛lｨ6h5X4898ｷ�-�GｩWｨ,佛x.�8��ｸ8ｹ]i9��Jﾙ�r�4,200,000 

経営改善普及事業 �(h抦ｮ仂i�ｩ&ｸ�ﾆ�8淤��X�ｷ倬hｼb�14,500,000 

合計20,630,000 剴2ﾃ��2ﾃ����

ユー　ト12_



とよなかインキュベーションセンターは､地域と連携しながら

起業家を育て､地域を元気にする施設です｡インキュベーション
＼･とは､貯化器(ふかき)の意味で､起業家が｢卵｣から巣立ってい

ー　くところという意味です｡起業家をはじめ､地域で活躍する事

業者や人への支援とともに､そうした人達のつながりを応援す

ることで､コミュニティビジネスなど地域に新しいビジネスを

鮒かせ腰の豊かな亭らしを創出します｡　　ユー7 - 13



藍が轟謁隠観象払泡雪盈亀艦威轟暦愚貞盛曝"魔痘静か畳静
｢これから新しいことを始めたい｣ r今あるものをもっと良いものにしたい｣という意欲的な人が集い､学び､

交流､情報交換をすることで､新しいr何か｣が生まれます｡

ビジネスに不可欠な意欲的な人との出会い､学び､交流の場がrとよなかインキュベーションセンター｣です｡

さまざまな使い方ができる場い-ド)と､さまざまな出会いがある場(ソフト)両面からあなたの事業が成長

するサポートをします｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′

事業拠点が欲しい

IITT:甲市町

登記可能な事務所とすることが
できますo (シエアードオフィス･個室)

想い(夢)をカタ刑こし
たい

想いの整理から個別相談がで普
ます｡

I-一一一一･-一一_

~一一一一･･一■･･一･一■1- -

つくりたい
llTr:零l.. _　　.　.

研究会やセミナ-で学べます｡

(超実家研究会･とよなか経営塾)

異分野ともコラボレ-
シヨンしたい

関連事業との連携で多くの人や
情報が集まり:訳す｡ (とよなかE1
のづくりフォIiム･とよなか経
営塾)

蛋聖霊詔弧

璽感

空曹時間に作業する場
所が欲しい

フリーシートオフィスのデスクで
落ち潜いて仕事がで普ます.

スタッフからの
メッセージ
自分で決め.行動し.流任を

取る｡それが遁罪するという

ことだと思います｡一人では

とでEI大変なことです肌色

んな人との出会いがそれを可

能にしてくれます｡ここ臥そ

んな出会いの喝になるよう色

んな仕掛けをしていますので

ぜひ気*[ここ利用ください｡

確聞内制根なしでの利用が

可能｡インターネット､プリ

ンタ.作鴻台などの股励あり

料理教室にR3適

約50nT. 4シンク

冶蔵瓜ガスオープンおり

QIシエアードオフィス(共有オフィス)

約60汀!を9ブースで利用

( 1ブース約5汀l前後)

インターネット･喝詔回線は個別契約
料別封嘩倒段階の場合.3 - 8カ月間の

拭行期間として利用がで昏課す｡ (拭

行期間績了後.再思審査があります)

ランチ会
毎週はく) 12:00-1 8:00

誰もが気矧こ交流で替る唱とし
て2005年から柑催していま筑

申込不要｡温かいお茶のみご用

窟していますので､昼食r諌告白

ご用意ください｡

関連事業

市内製造讃者対象のrとよなか
ものづくりフォーラム｣や市内

金fJ3讃者対象のrとよなか経営

塾｣の串奨Iこ協力.迎排を図っ

ています｡



盈
条件を満たして
いただいていれ

ばフリーシート
会員をお勧めします｡′(た

だし､審査あり)

盈
事前の相談を､
お受けしていま

すと想いはあって

もうまく計画書には書け
ないという方はぜひ事前

相談にお越しください｡

中国開運ビジネス

CJ I BDX(樵)

なんとなくの想いはありましたが.何から手をつfj･れぽい

いのか?そんな暗､準備段階から利用できると知りました｡

想いの整理から始めて少し,ずつ事業らしくなってきて､ 2

年後には法人化し想いをカタチにできました.いちからス

代表取締役社長　　　チップアップできました｡

井関敦子さん

代表　棄千読子さん

まちのリビングぽすと

宅等男女､だれでも気軽に立ち寄れる場所(コミュニティ

食蔓)をつくるため物件探しと､準備期間として利用しま

した｡思ったより早く物件が決まりましたが､メニュー開

発のために調理室を活用したり､チラシを作成するため

利用期限いっl乱1活用しました｡

利用条件など
会員別で条件や受けられるサービスが違います｡

監琵琶蔓詔(S器諾慧認諾琵完冨ることが条件です8

交流や情報を必要とし､事業成長意欲のある創業5年以内の

事業者

その他､詳矧孟H Pでご確認いただくかお問い合わせください｡

所在地:大阪府豊中市望地中町3 - 9 - 2 0

T E L : 06-6840-1955　FAX : 06-6840-1922

h I i p ://www.toyonaka-incu.com

E-mai一 : info@toyonaka-incu.com

電　車:阪急電車･大阪モノレール｢蛍池｣駅から
西へ100m

※ r蛍池｣駅京では､阪急電車｢梅EELI駅から宝塚線急行

で3駅13分

大阪モノレール｢大阪空房｣駅から1駅3分

業種は問いませ
ん｡ただし.部屋

に水回りなどの盈
配管設備はなく､事務所
仕様です｡排水が必要､
大きな善がでる､あるいは

臭いが強いなどの作業に

盈
基本的には､開
館時間内でした
らいつでも見学

いただけます｡ (ただし､対

応できない場合がありま
すので､事前に連結をい
ただく方が確実です｡)

主宰　横地多実子さん

おうちごliん塾(重ね煮料理を用いた料理教室) ～

きつちんすまいる
●自宅で料理教室を開催していましたが､一度に大勢が利用

できる調理室を課していました｡また教皇運営についても

不安がありましたので､相談しながらできるの怯とても心

強いです｡

/てイオ関連事業

(樵)アイワークス

私はバイオ関連機器の開発をしています.大学との共同研

究は大学でできていますが､事務所がなく困っていたとこ

ろここを知りました｡利便性もよくお客さまからも喜ばれ

ています｡また他の公的襟閑との連携で)でイオ閑適情報も

諾欝　届くので酌がたいです｡

設置主体:豊中市

運営主体:とよなかTMO (豊中商=会議所)

事業運営: (育)協働研究所

開館時間: 10時～1 8時(土日祝日､年末年始を除く

発行日:平成22年(2010年)7月



インキュベーションセンター事業について

<会員起業家の状況>

H17年度からの　総利用者数: 32　　総卒業者数: 15

<セミナー関係>

◆起業家研究会

年度 弌��B�人数 �� 7一-マ 

17 祷���157人 �7(5x6ﾈ5�48984ﾈ8X7��ｸ5h8x98邵ﾟH,ﾈﾋｸ�8,h攣���先輩起業家の体験に学ぶ､コミュニティビジネスのための融資 

制度､など 

18 度���92人 �(h抦ｮ仂h,ﾉLﾉHI�9��,�,(*(,JHｴ霈h徂,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ檍ﾇh,�,(*(,JB�
社会的企業の役割イギリスの事例から学ぶ､など 

19 滴���57人 亢霈h徂,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ7X8ﾘ4�xｺﾘ檄Hｦﾙ.��ﾈﾙ�,�,(*(,JB�
販促活動に活かせる有効な顧客管理について､など 

20 嶋���114人 �6ｨ8X�ｸ7(5x6ﾈ5飲Y�ﾈｾ���k陞ⅸ7h8ﾈ5ｸ986X�ｸ5h8x99|ﾘ,�,(*"�
て､ネットショップについて､など 

21 店���60人 ��Yk�陞�i]xｺﾘ檄I5x麌檍,佰ﾈ*�+ﾙ]xｺﾘ檄Hｦﾙ.��ﾈﾙ�,�,(*(,JB�
プレスリリースの書き方､など 

33回 鼎���ﾂ� 

◆CBセミナー

年度 弌��B�人数 �� 7~-マ 

17 店���91人 �?ﾉnY]#､4(,ﾈｮ馮ｸ･ID�,h駟~���樞�
ステップアップ編:具体的な事業計画書づくり 

18 �8���27人 �4(,ﾈｮ馮ｸ･ID�,iWｹ>�,ﾉ�i�倬i~���樓B�

20 �����20人 偖ｩ�隴i��7(5x6ﾈ5�,ﾈ*�.雲ｲﾂ�

21 �����27人 �&闔h,�*�.�ｹ��/�6X�ｸ7ﾘ,�8駟~���樞�

｢ ��H���165人 ��

◆創業･起業セミナー

年度 弌��B�人数 �� 7~ーマ 

19 嶋���73人 ��霈i�ﾈﾋ�5ｨ7�6��ｸ,i�霈hｮ��(5ｨ7�6��ｸ/�､ｨﾜ2�

･体験セミナー:起業後3年未満の先輩起業家の体験談を聴き､ 

起業家の掘り起こしを図るo 
･基礎セミナー:具体的に起業を考える中で必要となってくる 

基礎知識を習得 

20 �8���29人 ��霈h鳧,ﾈ7ﾈ48986r�
センター紹介.経営感覚について､など 

21 �����5人 亢霈iuｨ��ﾌ)¥ｩ�ｩ&ｸ橙�

12回 ���y�ﾂ� 

ト　トIb



<活動発表会>

年度 弌��B�人数 �>�vR�

18 �8���512人 �(5(7�8X6ｨ6X4"�7(5x6ﾈ5��,h.h,�*�8,i��+ZD4(ﾅｹJﾚIDb�
知度向上､CB起業家の発掘を目的に､2回開催 

インキユ事業の認知度向上､地域との交流を目的に｢とよなか 

インキユまつり｣を開催 

19 �(���504人 �5(7�8X6ｨ6X4"�7(5x6ﾈ5��,h.h,�*��
とよなかインキユまつり2007開催 

20 �����336人 �,h.h,�*�48984ﾈ8hｴ霈h徂7H4h5�5�#����

6回 �� 

<その他>

◆福祉CB研究会

H17年度　2回　39人

内容:地域福祉事業所および関係者のネットワーク構築とスキルアップ､情報交換

◆フアシリテーション入門講座

H19年度　3回連続講座16人

内容:事業実施に際して必要となる､コミュニケーションスキルを磨く

◆団塊･シニアのためのセカンドライフの楽しみ方講座

H19年度1回

内容:第二の人生を地域で活き活きと暮らすためのヒントになる講座

◆地域住民(事業者)を講師にした勉強会

H20年度1回13人

内容:起業家と地域との交流､認知度向上をめざし､地域住民(事業者)から学ぶ

講座として写真撮影講座を開催o

◆ランチ会

会員起業家と他の起業家及び地域の人との交流を目的に毎週水曜日のお昼に開催｡

雑談の中から､事業の課題が発見されたり､ヒントを得たりすることが多いため､

誰とでも気軽に交流できる場として､定期的に開催｡

2-　トIl



とよなかインキュベーションセンター会員
平成22年(2010年) 7月改定

:-- -I;-;:三~蔓二二三盲 os金蔓t毛

薬箱スptg-ス(/Trlレ･諦理髪･セキIIV-4･金線堂･ロビー)榊更えますo

泳ただし､和田PlaEな時間は盛りますので=-'細くみ問合わせくだす､.o

転叩｢棚空T.～噸

会費等料金 会員種別 ���9宙ｼr��ホール(時間) �+)yﾘ�磯隴B��セミナールーム(時間) ��8�磯隴B��

本会員 傀�OX檍蹴�紊��冷�5h4h4�ﾘ6��R���B縱��苓��#�����冷�ﾌ(�檍蹴��Cb纉3X苓��s偵3��冷�1,000円 ��ﾃ���冷�500円 �3��冷�

プリ-シート会員 澱�3��冷�8ﾘ6(4ｨ�ｹ¥ｩ7#"����冷�1,200円 ��ﾃ#��冷�600円 鼎��冷�

OB会員 ��1,500円 - ��ﾃS��冷�750円 鼎S�冷�

i- 僮＼2-OT 



《地域商業専門家派遣事業》
-平成22年度から-

(地域商業振興アドバイザー派遣事業と商業活性化コンサルタント派遣事業を統合)
(根拠:豊中市地域商業専門家派遣要綱, H22. 4. 1実施)

1.事業化の背景

商業団体に対する助言や指導については､昭和55年(1980年)から｢商業施設巡回指導｣
として,非常勤嘱託の中小企業診断士と職員が直接現場に出向き､商業者と意見交換し,改

善策等を提示しながら商業団体の活性化を支援してきた｡
しかし､地域を支える商業の実現をめざすためには､専門家を固定しての対応ではなく､

様々な専門家を用意して､地域が抱える課題の整理や商業基盤の整備等を念頭に置きなが
ら､地域商業のテーマに応じたきめ細かな対応が必要である｡
このため､平成15年度から販売促進活動,イベント等の共同事業のあり方や施設の改善､

I

将来ビジョンの検討等について､豊中の商業振興に関わりのある専門家を商業団体ごとに派

遣し､地域商業の活力再生をめざすこととし､地域商業振興アドバイザー事業を実施したo
しかし､商業団体にとって地域商業振興アドバイザー事業と既存の商業活性化コンサルタ

ント派遣事業の区別がつきにくくわかりにくかったことから､平成22年度から制度を統合

し､地域商業専門家派遣事業として更なる活用の促進を図った｡

2.事業目的

商業団体が抱える課題の解決や実施事業等について､テーマに応じた専門家を派遣し､助

言･指導を行う
<派遣方法>①課題や取り組み方向が明確な団体に対する集中的な指導･助言

②団体の状況を再評価し､形式的な団体を対象から除外する
③原則として職員が同行する

<テ-マ>①商業団体のピジョンづくり　　③共同販売促進活動の検討

②イベント計画の検討　　　　　④日常的な団体活動の検討　など

3.事業内容･運用方法

<アドバイザーの選任>　　　　　　　　コンサルタント派遣や繁盛店

①豊中市での活動状況などを勘案し､選任する-づくりサポート事業などを経

<霊墓誌至たっては､事前了解を得ておく　　　験した専門家を中心に選任
①商業団体の依頼に基づく派遣

派遣希望内容によりアドバイザーを選定し派遣(1回2時間程度)

②巡回指導的な派遣
市内商業の現状,特に商業団体の活動を把握することをねらいとして実施

4.派遣実績の推移
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《工業事業所支援アドバイザー派遣事業》

【経緯】

※施策の効果的な運用を図るため､ ｢簡易診断｣ (S58-) ､ ｢簡易技術アドバイザー｣ (S6卜) ､ ｢工業事業所

支援アドノ叫ザ-｣ (H6-)の各制度を統合して再構築し､ H15から､工業事業所のニーズに応じた専門

家を事業所の要請に基づいて効率的に派遣することとした

【事業内容】

<事業の流れ>

1.事業所から市に対して､経営課題の相談

2.市で事業所のニーズに即したアドバイザーを選ぶ

3.事業所とアドノVザ-のお見合いを実施

4.アドバイザーによる事業所-の支援(最大5回)

5.市からアドAパイザー-謝礼金の支払い(全額市の負担)

. <質問項目に対する特記事項>

･アドバイザーは登録制ではなpo

依頼の件数も多くなく､多種多様な案件が想定されるため､事業所のニーズに応じたアドノ叫ザ
-を選定している｡

･成功報酬制は取り入れていない｡

事業所が抱えている課題の解決が目的であり､その評価を客観的に行うことはできなし㌔ (事業所

が来たアドバイザーでは目的を達していないとなると､派遣を打ち切ることはある)

｢エコアクション21の取得支援｣というテーマもあるが､あくまで取得する主体は事業所であり､

アドバイザーはその考え方の説明や道筋の整理を行う｡そのため､最終的に事要所が認証取得で

きたかという面から｢成功｣かどうかを判断することはなじまないo

【事業実績】
<平成21年度事業実績>

なし
<平成20年度事業実績>　2件　計7回派遣

①課　題:エコアクション21取得支援　計2回

②課　題:エコアクション21取得支援　計5回

<平成19年度事業実績>　2件　計8回派遣

①課　題:生産管理　計5回

②課　題:エコアクション21取得支援　計3回

<平成18年度以前の課題>

QC手法等導入､生産管理の体制づくり､ i SO9001認定取得､ I SO14001認定取得等
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