
 ２０２１ 年 ５ 月 １９ 日（水） 
  10:00  –  17:00（１コマ５０分） 

日  時 

会  場 Ｚｏｏｍを利用したオンライン形式 
※状況により、変更する場合がございます。 

中小企業を支援する各種補助金・助成金に特化した支援機関が 
一堂に集結する「課題解決型マッチングフェア」を開催します。 

課題解決型マッチングフェア 
～補助金・助成金編～ 

 

事務局：㈱だいしん総合研究所 
      TEL：06-6775-6590  FAX 06-6772-1630  
       E-mail：souken@osaka-shinkin.co.jp 

お問合せ 

 

協  賛 公益財団法人 日本中小企業福祉事業財団（日本フルハップ） 

ＩＴ補助 株式会社 オービック     

出 展 機 関 ・ 企 業 名 
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社会保険労務士法人 
Ａ＆Ｇマネジメントコンサルティング 

北浜グローバル経営 株式会社 

大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター 

大阪府よろず支援拠点      

日本フルハップ 
（公益財団法人 日本中小企業福祉事業財団） 

小規模
持続化 



 「よろず支援拠点」は、国が全国の各都
道府県に設置する経営相談所です。 
 中小企業・小規模事業者の皆様の売上
拡大、経営改善など、経営上のあらゆる
お悩みの相談に対応します。 
 今回は、コロナ禍に負けずに新たな取
組みにチャンレジする事業者さまのご相
談に対応させていただきます。 

【支援メニュー】 

・事業再構築補助金 
・小規模事業者持続化補助金 
・IT導入補助金 
・ものづくり補助金 他 

０１．公益財団法人大阪産業局 大阪府よろず支援拠点 

〒541－0053 
大阪市中央区本町1-4-5 
大阪産業創造館2F 
Tel. 06-4708-7045 Fax.06-6261-5290 
E-mail：yorozu@obda.or.jp 
URL：https://www.yorozu-osaka.jp/  

担当者：コーディネーター 志水 功行  

◇コロナ禍に負けず新たな取組にチャレンジするための補助金 

０２．大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター 

 厚生労働省大阪労働局の委託を受け、大阪府
社会保険労務士会館に「大阪働き方推進支援・
賃金相談センター」を開設しています。 
 当センターでは、下記内容につき事業者からの
来館相談、電話相談、メール相談、事業所からの
専門家(社会保険労務士)の派遣要請に無料で対
応しております。 
・時間外労働の削減に向けた生産性の向上 
・不合理な待遇差の解消を目指す 
 同一労働同一賃金 
・生産性向上による賃金の引上げ 
・最低賃金引き上げに向けた環境の整備 
・人材の確保・定着を目的とした雇用管理改善 
また、昨今の「新型コロナウイルス関連の労働相
談」にも応じています。 
 働き方改革に取組む事業所の皆様方には、強
力なサポートとなると思います。 
 

〒530－0043 
大阪市北区天満２－１－３０ 
Tel. 06-4800-8188 Fax.06-4800-8177 
E-mail： shien@sr-osaka.jp 
URL：https://sr-hatarakikata.jp/ 

担当者：センター長  南 龍男 

相談窓口 
☎ ０１２０ー０６８－１１６ 

◇雇用関係助成金全般 
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 ０３．北浜グローバル経営 株式会社 

★北浜グローバル経営に依頼する３つのメ
リット★ 
①採択の可能性が高い（2,000社以上の申請

支援実績により、要点を押さえた申請書の
作成支援が可能） 

②申請にかかる「時間と労力」を大幅に削減で
きる（時間と労力をかけずに採択実績に基
づいた申請書の作成支援をすることが可
能） 

③加点項目の申請支援や、採択後の各種報
告書の作成支援など、アフターフォローも
万全 

〒530-0043 
大阪市中央区高麗橋3-3-11  
淀屋橋フレックスタワー5階 
Tel：06-4963-3106 Fax：06-4963-3107 
E-mail：maekawa@kitahamagm.com 
URL： https://kitahamagm.com/company/  

担当者：経営戦略本部 経営支援部 
     部長 勝浪 光康 

【支援メニュー】 

・事業再構築補助金 
・ものづくり補助金 
・ＩＴ導入補助金 

６ブース 
あります！ 

◇結果にこだわる企業サポートを提供いたします 

０４．社会保険労務士法人Ａ＆Ｇマネジメントコンサルティング 

 社会保険労務士法人A＆Gマネジメ
ントコンサルティングでは、助成金の
活用からコロナ禍における労務管理
等のまでの幅広い分野を6人の社会
保険労務士が迅速に対応できる体制
を整えております。 

〒530-0047  
大阪市北区西天満3-8-13 
大阪司法ビル601 
Tel:06-6316-8866  Fax:: 06-6316-8865 
E-mail:info@aandg.ciao.jp 
URL：https://aandg-office.com  

担当者：特定社会保険労務士 森垣 佳子 

◇労務・労働分野の助成金

【支援メニュー】 

・６５歳超雇用推進助成金 
・人材確保等支援助成金   
・両立支援等助成金 
・中途採用等支援助成金 
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０５．日本フルハップ（公益財団法人 日本中小企業福祉事業財団） 

 日本フルハップは、会員の皆様に“ケガの防
止” や “ケガの補償”“福利厚生の充実”等の
支援を実施しています。 
 加入者の人間ドック受診や職場のエアコン等
購入に対する助成制度を中心にご紹介します。 
 また、日本フルハップのセミナーや「だいしん
専門家派遣」で相談実績のある“特定社会保
険労務士”が、厚生労働省所轄の助成金等に
ついて無料相談に応じます。 
 是非ご相談ください。 

〒540‐8555 
大阪市中央区大手前2-1-2 
國民會館・住友生命ビル 
Tel. 06-6949-3315  Fax.06-6949-3319 
E-mail：Kinki@nfh.or.jp 
URL：https://www.nfh.or.jp 

担当者：近畿支局 調査役 上村政浩 
     特定社会保険労務士 増田葉子 

◇雇用・労働分野の助成金日本フルハップの助成制度 

【支援メニュー】 
・雇用調整助成金 
・特定求職者雇用開発助成金 
・キャリアアップ助成金 
・両立支援等助成金 
・日本フルハップの各種助成制度 他 



１．基本情報 年 月 日

２．希望ブース・時間

３．相談内容

支店記入欄

申込書にご記入いただいた個人情報は、大阪信用金庫・協力機関・事務局が本相談会のみに使用します。

役席名 担当者名

店番 支店名 顧客番号

課題解決型マッチングフェア　参加申込書
～補助金・助成金編～

記入日

時間 第　１　希　望

フリガナ

住所

電話番号（携帯番号） FAX番号

企業名(商号) 代表者名

フリガナ フリガナ

時間 第　２　希　望

ＥーＭａｉｌ

時間 第　２　希　望

（ご記入内容により、申込ブースを決めさせていただきますので、詳細内容をお書きください）

10：00～12：00

13：00～15：00

15：00～17：00

㈱ＬＢＢ ㈱Mauntain Gorilla ㈱サン・エンジニアリング

あっとｸﾘｴｰｼｮﾝ㈱ ㈱デジック

大阪府ＬｏＴ推進Ｌａｂ 大阪商工会議所経営情報ｾﾝﾀｰ アバンテック㈱

01.大阪府よろず支援拠点

03.北浜グローバル経営株式会社

02.働き方改革推進支援・賃金相談センター

04.A&Gマネジメントコンサルティング
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05.日本フルハップ
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