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　令和3年度のスタート！関西広域連合では、多様なプレイヤーと共にスタート
アップ・エコシステムの推進に取り組んでいきます。さらに、コロナ禍で大きく変
化した社会観や消費者ニーズに対応するビジネスモデルに果敢に挑戦する企
業のみなさんを応援します。みなさんにフィットするサポートがみつかりますよ
うに！ （Y・Ｋ）

編 集 後 記 KANSAINOW ONfrom
ひとをみつける、ひととつながる
関西広域連合のビジネス情報紙

　関西には、世界的に著名な大学、研究機関が集積し、世界
市場での競争力を有する技術シーズが多く存在しております。
この関西の高いポテンシャルを活かすべく、大学や産業界の
垣根を越えて地域のリソースを結集し、一丸となって推進して
いくという、新しいイノベーション・エコシステムを形成したい
と考えています。
　関西イノベーションイニシアティブ(KSII)は、近畿2府4県
の17大学を含む、全58機関の賛同のもと、特徴ある大学の多
彩な技術シーズを起点に、地域の社会課題を解決するソ

リューションや、ゼブラ企業（社会課題の解決により利益を生
み出し成長するベンチャービジネス）を創出し、本事業のビ
ジョンであります「すべての世代において健康で豊かな暮らし
を可能にする持続可能な社会の実現」を目指してまいります。
　今後、大学と産業界のマッチング等を通じた接点強化か
ら、大学発研究開発プロジェクトの推進、ベンチャー企業の創
出や事業化の促進を図っていきます。
【お問い合わせ】公益財団法人都市活力研究所
　　　　　　　a06-6359-1322

スタートアップ人材の育成
関西全域 関西イノベーションイニシアティブ

　京阪神スタートアップ アカデミア・コアリションは、大学か
ら生まれる優れた技術シーズの実用化やアントレプレナー
シップ指導・支援人材の育成を行うプラットフォームです。関
西地域の14大学に加え、産業界から6機関、金融界から7機
関、官公庁から11機関が参画します。研究開発支援や人材育
成プログラムの実施のほか、関西地域で開催される教育プロ
グラムやイベントが一覧できるウェブページの作成、地域で共
有できる試作機器や、動画撮影・配信機能を有する環境も整

備し、スタートアップエコシステムの形成に貢献します。大学
間のネットワーク、および経済団体や自治体との連携を強化
することでヒト・モノ・カネの好循環を生み出し、コロナ後の
社会変革や課題解決につながるインパクトの大きなスタート
アップが持続的に創出される体制作りを目指します。
【お問い合わせ】
公益財団法人 大阪産業局　国際事業部
スタートアップエコシステム担当　a06-7657-4260

スタートアップ人材の育成
関西全域 京阪神スタートアップ アカデミア・コアリション

自律的かつ持続可能なイノベーション創出基盤の整備

人・技術・課題が集積し、
反応する「場」の整備

イノベーター
人材の創出（創出・育成・
経験の場の提供）
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とのコラボレーション

大学発の研究シーズンを起点
とした研究開発プロジェクト

総括エリアコーディネーターの下、各上級エリアコーディネーターが、 産学連携スキームの変革や研究シーズ拡充の為の取り組みを
強力に推し進めます。
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関西グローバル拠点からスタートアップを連続創出
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　コロナ禍において、業務量が減少して従業員の雇用維持が困
難になっている事業者と、従来から人手不足が続いている事業
者の二極化が進んでいます。業種、分野を超え、両事業者間でス
ムーズに雇用シェア（出向・副業）や移籍が図られるよう、総合的
な支援を提供し、多様な働き方を推進します。
〈事業内容〉
◉滋賀県雇用シェアサポートセンターの開設（R3年４月予定）
・相談対応、ヒアリング
・就業規則改正サポート
・副業希望者向け合同企業説明会の開催
・副業、出向を通じたキャリア開発セミナー等の開催　　　
・啓発冊子「出向事例集」の作成・配布　など

多様な人材の育成・確保
滋賀県

雇用シェアサポート事業

　ＷＩＴＨ・ＰＯＳＴコロナ社会で必要とされる能力の変化や人生
100年時代の到来を見据え、生涯現役クリエイティブセンターを設
置し、主に大企業・中堅企業の在職中のミドル・シニア層を対象に
人手不足分野等への労働移動や地域貢献に資する人材を育成し、
生涯学び・働き続けることのできる社会の実現を目指します。
〈事業内容〉
◉企業・従業員に対する相談・支援の実施
・受講者に対する学び直しのアドバイスやキャリアプランの作
成支援　など

・企業に対する受講しやすい環境づくりのためのアドバイスや
受講の斡旋　など

◉社会人向けリカレント教育の実施
・キャリアチェンジ・キャリアアップコース
・地域・社会貢献コース

◉リカレント教育情報の一元化と発信
・ＨＰの開設やメールマガジンによる配信等により情報の一元
化と発信を行う

【お問い合わせ】京都府商工労働観光部人材開発推進課
　　　　　　　a075-414-5101

多様な人材の育成・確保
京都府 生涯現役活躍人材

育成支援プロジェクト事業

　「はたらコーデわかやま（和歌山県再就職支援センター）」にお
いて、結婚や出産により一度離職した女性、定年退職者、UIター
ン転職希望者、新型コロナウイルスの影響により失業した求職者
等の再就職を支援します。
〈事業内容〉
◉個別相談
・キャリアコンサルタントや専門の相談員が対応
◉セミナー
・女性やシニアの方を対象とした「再就職を応援するセミナー」
・UIターンセミナー　　・女性のためのセミナー
◉合同企業説明会
・2月を就活強化月間と定めて合同企業説明会を開催
　（令和3年度から就活強化月間以外にも3回開催！）

【お問い合わせ】和歌山県労働政策課　a073-441-2791

多様な人材の育成・確保
和歌山県 和歌山県就活サイクル

プロジェクト

　コロナ禍で雇用情勢が悪化するなか、第二の就職氷河期を生
まないために、就職をめざす若者を対象に、民間のIT企業等と
のパートナーシップにより、DX（IT）兼務人材として必要な知識
やスキルの習得支援を無償で実施し、就職につなげる取組を実
施します。
〈事業内容〉
◉DX（IT）研修
・就職をめざす若者→大阪府緊急雇用対策特設ホームページ
「にであう」に登録
・「OSAKA若者リ・スキリング・パートナーズ」の参画企業が無
償でデジタルスキル研修を実施（1か月から3か月程度）

◉求人企業とのマッチング
・民間人材サービス会社がマッチングを実施

DX推進
大阪府 公民のパートナーシップによる

若者のDX（IT）人材就職支援モデル事業 　産業界が求める最新の技術を活用できる人材育成を図るた
め、ＤＸに対応するデジタル機器を導入し、就職後を見据えた訓
練生の技能習熟を図るとともに、県内の事業者や在職者に対し
機材を活用した在職者訓練やセミナー等の実施により広く県内
事業所に技能・技術の普及を図ります。
〈事業内容〉
◉機材整備
・中央校：VRストリーミング機器一式
・南部校：デジタル塗装機器
◉セミナー
・中央校：VR技術、5G技術
・南部校：塗装DX技術
・西部校：自動車先進技術
【お問い合わせ】徳島県産業人材育成センター
　　　　　　　a088-621-2351

DX推進
徳島県

テクノスクール新技術対策事業

　ものづくり企業のDXを推進し、生産性の向上、人材不足への
対応を実現するとともに、コロナ対応への支援を通じ、イノベー
ションを生み出し新たなサービスを提供できる企業の創出を目指
します。
〈事業内容〉
◉スマートものづくりセンターの拡充（AI・IoT・ロボット普及支
援機能を拡充）

・研究コーディネータを配置し中堅企業の実装をプッシュ型伴
走型で支援

◉DX導入支援の強化
・AI、IoT、ロボット活用方法についてセミナー、講演会を開催
・オーダーメイド研修の実施　
・COEプログラムのDX枠を拡充
・５G導入支援のための環境整備を支援
【お問い合わせ】兵庫県産業労働部工業振興課
　　　　　　　a078-362-3334

DX推進
兵庫県

ものづくり企業のDXを推進

　コロナ禍で多大な影響を受けた分野の事業者のニーズの高
い分野への事業転換や多角化の取組みを支援するとともに、求
職者のキャリアチェンジを促進し、県産業政策と一体となった地
域雇用の再生を図ります。
〈事業内容〉
◉企業戦略策定支援
・業態転換等に向けた方向性、事業計画策定を学ぶセミナー、
ワークショップの開催

◉専門家個別支援
・業態転換等の事業計画を策定した事業者に対し専門家派遣
による伴走型支援を実施

◉戦略産業人材育成支援
・製造業等の新分野進出、事業多角化、DXを推進するための必
要人材育成に向け、各種講座の開催やオーダーメイド型人材
育成支援を実施

◉企業向け・求職者向けオンライン学習受講促進支援
・マーケティングやIT推進等のビジネススキルの習得等、人材
育成ニーズに対応したオンライン学習を提供

◉キャリアアップ支援
・未経験の職種へ就職活動を行う求職者に対し、セミナーや企
業見学会、インターンシップを実施

〈対象分野〉
飲食サービス業・宿泊業・卸売業・小売業・運輸業・製造業等
【お問い合わせ】鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課
　　　　　　　a0857-26-7229

国補助事業
鳥取県 地域活性化雇用創造プロジェクト

事業（地域雇用再生コース）

　市内中小企業における障害者雇用を促進し経営の安定を図る
ため、堺市が独自で定める基準を満たし障害者雇用に積極的に
取り組む企業を認定し、企業情報の発信や奨励金の交付などで
支援します。
〈事業内容〉
◉広報媒体を活用した企業情報の発信
◉奨励金の交付（年間1企業あたり10万円～30万円（予定））※要件あり
◉市の総合評価落札方式における加点
◉中小企業向け融資
・中小企業活力強化資金融資の対象者に、信用保証料を市が負担
　（ただし、中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること）
◉障害者雇用管理に係る情報提供
【お問い合わせ】堺市産業振興局商工労働部雇用推進課
　　　　　　　a072-228-7404

多様な人材の育成・確保
堺市

堺市障害者雇用貢献企業認定制度

【お問い合わせ】大阪府雇用推進室就業促進課
　　　　　　　a06-6360-9070

【お問い合わせ】滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課
　　　　　　　a077-528-3758

滋賀県雇用シェアサポートセンターの開設・運営
【支援体制】統括責任者（人材紹介会社OB等）１名
　　　　　専門アドバイザー（社会保険労務士、キャリアコンサルタント）２名
　　　　　事務補助者１名

・事業者向け相談対応・ヒアリング（出向マッチングは産雇センターに対応依頼）
・出向、副業をテーマとしたセミナー開催

就業規則が副業等の妨げとなっている事業所には就業規則改正サポート

副業希望者向け合同企業説明会の開催

啓発冊子出向事例集を作成

副業・出向を通じた
キャリア開発をテーマ
としたセミナー開催
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コロナ禍で、新たな社会課題、マーケットニーズが浮き上がってきました。ピンチをチャンスに！
今こそ新たなビジネスモデルに取り組みましょう。

公民のパートナーシップによる若者のＤＸ（ＩＴ）人材就職支援モデル事業
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スケジュール　　3月22日：事業開始（募集開始）、５月以降：研修及びマッチング実施
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