
融資の
ご案内
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平成

年度
28

事　業 助 成 金 問合せ募集期間

活用事例を2面に

商業・ものづくり課経営相談係　TEL 5498－6334
問い合わせ

お問い合わせ先

商業・ものづくり課 商店街支援係  TEL 5498-6332問い合わせ

問い合わせ 商業・ものづくり課産業活性化担当  TEL 5498-6351

平成28年4月より、区内中小企業事業者様にご利用いただいている中小企業事業資金がさらに使いやすくなりました。
これまで、ご利用いただいた方からは「低利の融資あっ旋により、非常に助かる」「創業支援資金を受けた際、据置期間が
1年間あるため、当初の物入りな時期を乗り越えられた」等、様々な声を頂いています。
仕入、人件費等の運転資金や機械、営業車購入等の設備資金など、各種の経営事情に合わせて、是非お役立てください!!

①全ての資金で金利を0.1%引下げ!
②特定創業支援事業を受けた方は創業支援資金が3年間無利子!

※1 資金制度

小規模企業特別事業資金

事業設備資金

事業運転資金

創業支援資金 設備／運転（併用）

運　転

資金使途

設備／運転

設　備

設　備

運　転

1,500万円
       〔運転の場合は
　       1,000万円〕

あっ旋限度額

1,250万円

3,000万円

2,000万円

※2 0.2％ 
     または
　  0.7％

３年目まで　無利子
４年目以降　0.2％

0.6％

0.6％

本人利子負担

設備の場合10年以内（12か月）
設備／運転（併用）

または
運転の場合７年以内（12か月）

返済期間（うち据置月数）

５年以内（６か月)

５年以内（６か月)

７年以内（６か月)

全額補助
または
１／２

保証料補助率

２／３

全額補助

２／３

※1  主要資金一部抜粋
※2  特定創業支援事業認定を取得された方は３年間無利子でご利用いただけます。(４年目以降0.2％)
その他資金等の詳細は区ホームページまたは右記までお問い合わせください。

東京信用保証協会からのお知らせ東京信用保証協会からのお知らせ

東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金をお借入する際、
『保証人』となることで資金調達をスムーズにする役割を担う公的機関です。

保証付融資の9割以上が
無担保でのご利用です。

無担保での
利用が可能

協会独自の制度のほか、
品川区・東京都の「制度融
資」がご利用可能です。
短期資金から最長20年の
設備資金まで豊富なメニ
ューをご用意しています。

ニーズに応じた
資金調達が可能

保証による金融支援のほ
か、経営に関するご相談、
ビジネスフェアや公開講
座の開催など、経営支援
も行っています。

さまざまな経営
支援メニューが
利用可能

創業保証

流動資産担保融資保証（ABL）

当座貸越根保証

特定社債保証（私募債）

セーフティネット保証

これから創業したい、創業して間もない方へ

「売掛債権や棚卸資産」を活用し資金調達を行う方へ

資金ニーズに合わせてお借入、ご返済を希望される方へ

資本市場から直接資金調達を行う方へ

取引先の倒産、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている方へ

中小企業の皆さまを応援します！ 東京信用保証協会は「信用保証」により中小企業の
資金調達を力強くサポートします！

東京信用保証協会 五反田支店 TEL：03-5447-8250 詳細は当協会ホームページをご覧ください。http://www.cgc-tokyo.or.jp

平成29年2月28日まで
ワークライフ
バランス
支援助成

最大100万円（対象経費の1／2）

最大100万円（対象経費の2／3）

10万円

平成29年2月28日まで中小企業BCP作成支援事業 最大100万円（対象経費の2／3）

事業所用LED照明設置助成
（区内施工業者による工事）

最大50万円
（10万円以上の設置費用の1割） 先着順5件

業務用太陽光発電システム設置助成 最大15万円（一件5kwまで） 先着順10件

エコアクション21認証取得支援事業 最大15万円（登録費用の1／2）
先着順4件
※5月26日（木）の説明会
　参加を受付中

低公害車買換え支援事業
※対象は、「東京都環境保全資金」の利子
　補給金等交付決定通知を受けた方

・利子補給額：利子と東京都利子補給金
　確定額との差額 
・信用保証料補助額：信用保証料と東京
　都信用保証料補助金確定額との差額 

平成29年3月31日まで

商店街装飾灯電気料金
※対象は、区内商店街

助成基準額を昨年度同様、平成25年度比
2割増額
（基準額の例：装飾灯1本あたり年額13,440円）

6月3日～6月23日（予定）
（申請のご案内を商店街
  様あてに送付）

①

②

③

④

問合せ① 商業・ものづくり課経営相談係　TEL 5498-6334
問合せ② 環境課環境管理係　TEL 5742-6749
問合せ③ 環境課環境推進係　TEL 5742-6755
問合せ④ 商業・ものづくり課商店街支援係　TEL 5498-6332

★各事業の詳細は
　区ホームページをご覧下さい。

プレミアム付き区内共通商品券発行事業の助成プレミアム付き区内共通商品券発行事業の助成プレミアム付き区内共通商品券発行事業の助成プレミアム付き区内共通商品券発行事業の助成プレミアム付き区内共通商品券発行事業の助成
10%のプレミアムが付いた区内共通商品券（額面総額3億3,000万円）
を4月22日に品川区商店街連合会が発売しました。区は10%のプレミ
アム分などの経費を助成しています。購入者の使用期限は8月31日、お
店の方の品川区商店街連合会への換金期限は9月30日です。期限切れ
にご注意ください。

中小企業の皆様への更なる支援の充実を図るため、品川区職員による
企業訪問調査を実施しています
１.対象業種　製造業および情報通信業
２.調査期間　4月上旬～8月下旬頃（予定）
３.調査内容　①経営動向や現状課題について
　　　　　　 ②現在品川区が実施している支援策へのご意見・ご要望について
　　　　　　 ③新たな支援策についてのご要望について　等

※その他、現在品川区が実施している支援策のご紹介・ご提案も合わせて
実施させていただいております。

４.そ の 他　訪問させていただく日時等については、お電話等にて随時ご相談させていただ
きますので、お忙しいところ大変恐縮ですが、調査へのご理解ご協力をお願い
いたします。

企業訪問調査を実施しています企業訪問調査を実施しています企業訪問調査を実施しています企業訪問調査を実施しています企業訪問調査を実施しています製造業および
情報通信業への
製造業および
情報通信業への
製造業および
情報通信業への

問い合わせ先
商業・ものづくり課　TEL 5498-6333（直）
申込書提出先
武蔵小山創業支援センター　TEL 5749-4540（直）

○所在地　品川区小山３-２７-５（東急目黒線 武蔵小山駅西口 徒歩３分）
○申込期限（応募書類必着）　5月31日（火）
　内覧を希望される方は、事前に武蔵小山創業支援センター
　まで予約をしてください。　

対　　象／サービス業または小売業で今後半年以内の創業
　　　　　予定者および創業後３年未満の中小企業者
オフィス／607号室（5.69㎡）
月額使用料／23,000円
保 証 金／69,000円（月額使用料の３か月分）
設 置 物／デスク・椅子・キャビネット
入居期間／原則2年間（条件により更新あり）　

　

武蔵小山創業支援センターオフィス入居者募集武蔵小山創業支援センターオフィス入居者募集武蔵小山創業支援センターオフィス入居者募集武蔵小山創業支援センターオフィス入居者募集武蔵小山創業支援センターオフィス入居者募集武蔵小山創業支援センターオフィス入居者募集
在地

成長意欲の
高い創業者を
応援します

成長意欲の
高い創業者を
応援します

成長意欲の
高い創業者を
応援します

インキュベーションマネージャーによる
アドバイスなど、総合的な支援を行います。
インキュベーションマネージャーによる
アドバイスなど、総合的な支援を行います。

○料金など 詳細は、武蔵小山創業支援センターＨＰもしくは下記までお問い合わせください。

コンサルティング費
・育児スペース整備費
・ベビーシッター経費
配偶者出産休暇奨励金

ここが変わりました！ここが変わりました！
区融資制度がさらにお得になりました!!区融資制度がさらにお得になりました!!区融資制度がさらにお得になりました!!区融資制度がさらにお得になりました!!

2016年（平成28年）5月号（１）会社経営に役立つ情報を多数載せています。事業主様もぜひご覧ください。

2014年（平成26年）1月2014年（平成26年）1月
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講座の
ご案内

福利の
ご案内

講座の
ご案内

フォーティネットパソコンスクール　TEL：03-3842-6453　受付時間：火～金曜日の10時～17時申し込み・問い合わせ

住所：品川区北品川4－7－35　御殿山トラストタワー21F
TEL：0120-318-551　 HP：http://www.sciex.jp

☆BCPを策定しました☆
（BCP策定助成金利用者のご紹介）
☆BCPを策定しました☆
（BCP策定助成金利用者のご紹介）
☆BCPを策定しました☆
（BCP策定助成金利用者のご紹介）

～災害に負けない会社づくりで取引先からの信頼力を向上～
BCPとはBusiness Continuty Plan：事業継続計画の略称です。

問い合わせ  品川区環境課環境推進係　TEL 5742-6755サマールックキャンペーンサマールックキャンペーンサマールックキャンペーン 区ではサマールックキャンペーンを5月1日～10月31日まで実施します。室温が28度になるよう
冷房温度を調節し、軽装で執務を行うなど省エネ、節電にご協力をお願いします。

品川区
対　象：品川区内中小企業事業主・在勤者 
場　所：品川区西品川1-28-3 品川区立中小企業センター4Fパソコン講習室 
申込み：電話で下記へ（先着順）中小企業パソコン教室中小企業パソコン教室中小企業パソコン教室

No.
1
2
3
4

エクセル初級
エクセル応用
エクセル初級
Wordチラシ

夜３日コース
夜３日コース
昼１．５日コース
昼1日コース

7月20日（水）～22日（金）
8月17日（水）～19日（金）
8月24日（水）～25日（木）
9月14日（水）

時　　間
各回　１８：００～２１：００
各回　１８：００～２１：０0

1日目９：３０～１６：３０　2日目９：３０～１２：３０
９：３０～１６：３０

テキスト代
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥1,500

定  員
20
20
20
20

講習内容 コ  ー  ス 日　　程

企業の魅力
発信セミナー
企業の魅力
発信セミナー
企業の魅力
発信セミナー
企業の魅力
発信セミナー

　　　　　　　  自社の「ウリ」を情報発信するため、
HP作成やSNS等を使った宣伝方法、販売力の強化、
商品企画作成等の講習会を実施します。

問い合わせ
商業・ものづくり課経営相談係　TEL 5498-6334

実施時期　 7月2日（土）、9日（土）、16日（土）、23日（土）
　　　　　 10：00～12：00（全4回で1講座）
対　　象　 区内中小企業の経営者・従業員・在勤者 
場　　所　 中小企業センター2F 小講習室 
定　　員　 20名（先着順）
費　　用　 無料
申し込み　 株式会社ウイル　TEL：03-5709-2050

健康チャレンジコース健康チャレンジコース健康チャレンジコース健康チャレンジコース 健康大学しながわ2016

働き盛りのみなさん！
「健康チャレンジコース」は、健康づくりを実践するための
知識や方法を学ぶ講座です。

【対　　象】区内在住か在勤で、健康づくりをとおしてご自身や身近な人をより元気にしていきたいという想い
のある30歳～ 60歳代の方30名（先着）
＊原則として3回すべてにご参加いただける方が優先になります。

【場　　所】荏原保健センター（荏原2-9-6） 
【申込方法】5月27日(金)までに、荏原保健センター（3788-7013～ 5）へ電話でお申込みください。
健康チャレンジコースは、基礎編の他、運動編（4回）、ワンデー健康づくり講座（1回）もあります。

日程 内容 講師

しながががわわわわわ2016

講講講講講講師講師講師講師

あなたと

大切な人の
ために

学んでみませ
んか？

栗原　純奈
（健康運動指導士）

大木　亨
（日本睡眠科学研究所）

鷹見　美樹
（管理栄養士）

①6月11日（土）
午前10時～11時30分

②6月25日（土）
午前10時～11時30分

③7月9日（土）
午前10時～11時30分

栄養の専門知識がなくても、バランスよく食べる方法
を教えます！　コンビニですぐに実践！

日本人の5人に1人は眠りで悩んでいます。良い眠りと健
康のために、眠ることが楽しくなる工夫を実践しましょう！

素早い疲労回復のためには「積極的」な休養が大切！ただ「休
む」だけではなく、効果的なリフレッシュの方法を実践します！

食  事

睡  眠

リフレッシュ

勤労者共済会への加入のお勧め勤労者共済会への加入のお勧め勤労者共済会への加入のお勧め勤労者共済会への加入のお勧め品川区

品川区勤労者共済会では、中小企業や商店の事業主および
勤務する従業員が一緒になって、個々には行えない、共済金
の給付および福利厚生事業を行っています。

月400円会費で大きな特典がいっぱい

入会できる方
1. 品川区に事業所があり、従業員
300名以下の会社、工場、商店
等の事業主と従業員

2. 入会時に年齢が70歳以下の方

入会に必要な費用
1. 入会金1名100円
2. 会費（月額）1名400円（年4期
口座引き落とし）

3. 入会金や会費を事業主が負担し
た場合には、税法上の損金また
は、必要経費とすることができ
ます。

・共済給付金事業・
　結婚・出生・銀婚等の祝金
　見舞金、弔慰金があります。
・福利厚生事業・
アミューズメントパークの割引券、観劇、
展覧会の割引券、温泉・浴場の割引券、
有名レストランの割引券のあっ旋等
その他、詳しいことは、
お問い合わせください。

品川区勤労者共済会事務局 
〒141-0033　品川区西品川1-28-3　
　品川区立中小企業センター4F
TEL 3787-3044
FAX 3787-0520

中小企業退職金共済制度（中退共制度）説明会・個別相談会のおしらせ中小企業退職金共済制度（中退共制度）説明会・個別相談会のおしらせ中小企業退職金共済制度（中退共制度）説明会・個別相談会のおしらせ中小企業退職金共済制度（中退共制度）説明会・個別相談会のおしらせ
　しっかりとした退職金制度を持つことは、優秀な人材の確保や従業員の労働意
欲を高めるためにも重要であり、事業主と従業員の間の信頼関係の確立にもつなが
ります。中退共制度は、国がつくった従業員のための退職金制度です。
   ●掛金は全額非課税　　●国からの助成があります　　●事務手数料不要

　この度、中退共制度説明会を実施することになりました。退職金制度の新規導入または見直しをご検
討中の方、関係機関の皆様はぜひこの機会をご利用ください！
◆日　時　5月18日（水） 14：00～16：30
◆会　場　独)勤労者退職金共済機構 会議室（池袋駅東口から徒歩5分）
　　　　　東京都豊島区東池袋1-24-1
◆対　象　新規加入を検討されている事業主、企業の人事・労務担当者、社労士、その他関係機関担当者
◆費　用　無料
◆定　員　40人（先着順）
◆申　込　以下より「参加申込書」をダウンロードし、FAXでお申し込みください。
（申込書ダウンロード）中退共ホームページ：トップページ > 無料相談・説明会等> 中退共制度説明会のご案内
　　　　　　　　　　 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html

〔お問合せ先〕
　独立行政法人 勤労者退職金共済機構　中小企業退職金共済事業本部事業推進部　加入促進課
　TEL：03－6907－1234　　FAX：03－5955－8211

どのような事業を行っていますか。
　サイエックスは米国ボストンに本社を持ち、分析機器、ソ
フトウェアおよび試薬類の販売を行っています。サイエック
スのご提供する幅広い製品ラインの中でも、質量分析装置
（物質のイオンの質量を測定する分析機器）においては、40
年以上にわたり製品の技術革新・開発に貢献してきました。
現在は、基礎研究、創薬・医薬品開発、食品・環境分析、
法医学および臨床研究といった広範囲にわたる分野におい
て、その分野に携わる研究者・分析者の皆様に製品をご提
供しており、世界各国の拠点にあるサービス、サポート部門
によりお客様の研究をバックアップしています。

貴社の特徴や工夫しているところ・アピールポイントは
何ですか。

　サイエックス本社のある品川オフィスでは、「御殿山キャ
ンパス」という無料のインハウスセミナーを定期的に開催し
ています。本セミナーでは、様々なお客様のニーズにお応
えするため、質量分析装置の基礎編から各分野のアプリ
ケーションに即した応用編まで、各回にて異なるテーマを
設定しています。弊社スペシャリストによる講義とその後
のデモルームツアー、様々な疑問質問にお応えするフリー
ディスカッションのお時間もご用意し、毎回たくさんのお客
様にご参加いただいています。

BCPを策定したきっかけを教えていただけますか。
　気象庁の予測では、近い将来に大震災が発生する確率が
高くなっているとのレポートが報告されています。東日本
大震災（3.11）際にBCPが策定されていなかったため、迅速
な対応ができなかったこともあり、BCP策定の必要性を痛
感し導入に踏み切りました。

BCP策定にあたり、大変だったこと・苦労したことはあ
りますか。また、策定して良かったこと・成果などはあ
りますか。

　会社を存続させるためには、まずは社員の安全確保が最
優先となります。
　まずは、社員の安否を確認するシステム作りから始まり、
プロセスの作成、社員への教育など会社全体で取り組む内
容が多く、また日々の業務を行いながらのBCP策定には、
かなりの時間を要した点が苦労した点となります。
　良かった点としては、社員から「会社が社員の安全対策に
重視し、災害時の対策を策定している事に安心感を得た」
という意見を頂いたことです。

BCP 策定費用助成金をご利用下さいBCP策定費用助成金をご利用下さい
BCP策定のメリット―――――――――――――
●取引先の信用が高まる
●災害に強い企業になる
●従業員や協力会社との連帯が強まる
●優遇金利で融資が受けられる（政府系金融機関など）

問い合わせ 商業・ものづくり課経営相談係
TEL 5498-6334

新製品　高分解能質量分析装置
X500R　QTOFシステム

株式会社エービー・サイエックス　南湖 淳 社長

受付時間10：00～17：00
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品川区 ものづくり

ビジネス支援講座ビジネス支援講座ビジネス支援講座ビジネス支援講座

6月8日（水）

〈要予約〉（午後６時～８時）

平成28年度
新規事業

問い合わせ・申込み 商業・ものづくり課 企業支援係  TEL 5498-6333 ※詳細はお電話でお問い合わせいただくか、ものづくり支援サイト
　（http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp）をご覧ください。   

一般財団法人 品川ビジネスクラブ 一般財団法人 品川ビジネスクラブ 一般財団法人 品川ビジネスクラブ 
品川ビジネスクラブは、首都圏を中心とした大手企業や中小企業、ベンチャー企業、学生、大学・
研究機関等による会員制の組織で、チャレンジングに活動する多くの人や企業が交流するプラット
ホームとして、新事業・新産業を創出していくことを目標に掲げ日々活動を行っております。随時
会員企業（個人でも可）を募集しておりますので、ご興味のある方は下記までご連絡ください。

主なサービスメニュー

TEL 03-5449-6557 ／  Email info@shinagawa-businessclub.jp
URL http://shinagawa-businessclub.jp 

問い合わせ・申込み 一般財団法人 品川ビジネスクラブ事務局

※入会を希望される方は下記までお問い合わせください。

「品川」をデザインし世界に向けた
情報発信を表現しています

会員交流会 セミナー・講座 ビジネス創出懇談会 研究会活動支援

事業化チャレンジ道場事業化チャレンジ道場事業化チャレンジ道場事業化チャレンジ道場

▶対　　　象：新製品・自社製品の開発に取り組んでおり、自社事業
　　　　　　  としての確立を目指す都内中小製造業 
　　　　　　　新製品の開発～事業化までを担える社内人材の育成
　　　　　　　を目指す都内中小企業 
▶場　　　所：(公財)東京都中小企業振興公社城南支社 
　　　　　　　東京都大田区南蒲田1－20－20 
▶内　　　容：事業化チャレンジ道場は、インダストリアルデザイン
　　　　　　　の手法を活用しながら、新製品の開発から事業化まで
　　　　　　　の一連のプロセスを一体的にサポートする「事業化支
　　　　　　　援プログラム」です。 
▶費　　　用：1社   7万円 
▶申し 込 み：4月～5月18日（水） 
　　　　　　　応募多数の場合は選考を行います。 
▶問い合わせ：（公財）東京都中小企業振興公社城南支社 経営支援係 
 　　　　　　　電話03-3733-6284 
詳しくはホームページをご覧ください。 
http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html 
「事業化チャレンジ道場」で検索

対 象 新製品 開発に取り組ん おり 自社事業自社製品の

販売までを、継続的かつ
実践的にサポート！新製品の開発 製品化

「ISO9001:2015年版
　          の改訂概要」

講師： 北原　耕一 氏 
　　　（品川区ビジネス・カタリスト ISO9001品質
　　　　マネジメント・システム元審査員）

場所：品川産業支援交流施設SHIP
　      　品川区北品川5-5-15
　      　大崎ブライトコア４階

相談業務のご案内相談業務のご案内相談業務のご案内
区内に主な事業所を置く中小企業者等の方を対象としています。
すべて予約制です。お気軽にお問い合わせください。
相談場所は、品川区立中小企業センター内です。

日　時　毎月第2、4木曜日 午前10時～12時
利　用　1回  1時間
相談員　飯野 泰子 弁護士

日　時　毎月第2、4金曜日 午前10時～12時
利　用　1回  1時間 
相談員　工藤 実 弁理士

日　時　毎月第1～4水曜日 午前9時～午後5時
相談員　吉岡 義継（元住友商事）

日　時　毎週月曜～金曜　午前9時～午後5時
対　象　区内中小製造業者への発注を希望する企業
　　　 （原則、品川区で3年以上操業していること）
相談員　区商工相談員

企 業 法 務 相 談

特 許 相 談

発 注 相 談

海外ビジネス相談

メードイン品川PR事業は、区内中小製造業者・
情報通信業者が自社開発した優れた製品・技術
を「メードイン品川」ブランドとして区が認定し、
販路開拓等を支援するとともに、区内企業の高
い技術力を広くPRする事業です。

申請期限

申請資格

対象製品

～2008年版からの主な
　　　　　　　　変更点と対応～

「メードイン品川PR事業」
認 定 製 品 募 集

「メードイン品川PR事業」
認 定 製 品 募 集

「メードイン品川PR事業」
認 定 製 品 募 集

「メードイン品川PR事業」
認 定 製 品 募 集

～品川発の優れた製品・技術を区がPRします～

5月31日（火）

区内に主な事業所を置く中小製造業者・中小情報通信業者

自社で開発した製品・技術で、現在販売しているもの。
書類審査・面接審査により、認定製品を決定します。
認定された場合には、産業交流展等への出展や販売促進費の助成
などが受けられます。

平成28年度
新規事業

海外市場調査
経費助成
海外市場調査
経費助成
海外市場調査
経費助成
海外市場調査
経費助成

企業PR用動画
作成経費助成
企業PR用動画
作成経費助成
企業PR用動画
作成経費助成
企業PR用動画
作成経費助成

JETRO（日本貿易振興機構）を活用した海外
市場調査に要する費用の一部を助成します。
募集企業

助 成 額

申請期限

申請資格
対象事業

募集期間

助 成 額

対象経費

区内に1年以上主な事業所を置く中小
製造業・中小情報通信業事業者
（みなし大企業を除く）

6月1日（水）から
平成29年2月28日（火）まで（先着順）

最大20万円（対象経費の2／3）

平成28年度中に、海外市場調査のため
JETROへお支払いの費用

企業PRを目的とした新規の動画作成に
要する費用の一部を助成します。
募集企業

募集期間

助 成 額

対象経費

区内に1年以上主な事業所を置く中小
製造業者または中小情報通信業者
（みなし大企業を除く）

6月1日（水）から
平成29年2月28日（火）まで（先着順）

最大20万円（対象経費の2／3）

平成28年度中に、新規企業PR用動画
の作成委託費としてお支払の経費

※一部助成対象外の経費があります。

※会社ホームページにおける公開等の要件があります。

新製品･新技術開発促進事業新製品･新技術開発促進事業新製品･新技術開発促進事業新製品･新技術開発促進事業

ものづくり商談会ものづくり商談会ものづくり商談会ものづくり商談会

（ものづくり部門）

【成長産業分野】最大500万円（対象経費の2/3）
【その他の分野】最大250万円（対象経費の2/3）

6月30日（木）※必着

区内で1年以上継続して事業を営む計画のある中小製造業事業者（みなし大企業を除く）

成長産業分野およびその他の分野における新製品・新技術開発で、平成29年3月までに
開発が完了する事業　　
① 製品の開発 
② 機械器具または装置の高性能化・省力化・自動化技術の開発
③ 生産・加工・処理のための新技術の開発

＊「成長産業分野」とは①環境負荷軽減②医療機器③福祉機器に関する分野、「その他の
分野」とは成長産業分野以外を指します。

＊平成28年度の経費が対象となります。
＊開発経費等を負担しない受託開発は対象外となります。
＊申請書面・面接等総合的な審査のうえで、助成企業および助成額を決定します。

新製品・新技術開発に必要な経費を審査のうえ助成します。

地域企業のネットワーク構築をはかるため、ものづくり商談会を開催します！今回は、
近隣地域（目黒区・板橋区・江戸川区・北区）の自治体、都立産業技術研究センターと
連携し、多くの企業にご参加いただく予定です。新規取引や近隣企業との取引を増や
すきっかけとして、是非ご参加ください。お申込みは下記問合せまでご連絡ください。

9月6日（火）
13時～ 17時（予定）

品川産業支援交流施設SHIP大崎ブライトコアホール
（品川区北品川5－5－15 大崎ブライトコア3階）

品川区内企業間で新たな取引が発生した場合、取引額の
5％（限度額100万円）を発注企業に対して助成します

中小製造業事業者

日　時

会　場

対　象

助　成

平成28年度の認定製品・技術を募集します。

しながわ産業ニュース 2016年（平成28年）5月号（３）



求人活動
支　援

イベント
＆

お知らせ

求人活動
支　援

イベント
＆

お知らせ

両日とも開催の催し物21日の催し物

２2日の催し物

5月21日（土）・22日（日）午前10時～午後4時日時
区立中小企業センター（西品川1-28-3）会場

アトラクションの時間など詳細については、チラシ・ホームページをご覧ください
区民、学生、地域団体等からなる環境活動推進会議の皆さんが企画等行なっています。

就業意欲のある若者や育児等で一度退職し再就職を希望す
る女性の職場実習を受け入れ、社員として雇用する意欲の
ある中小企業を募集します。

対象企業／品川区内に本社か事業所を有する中小企業者
実習受入までの流れ／①申込（採用意欲や求人内容の確認）→②職場見学（実習生
と受け入れ企業とのマッチング）→③職場実習→④直接雇用（双方合意による）
受入時期／6月頃～（2週間～2ヶ月）
申込・問合せ先／「品川区就業体験事業運営事務局」（㈱マイナビ）
電話：03-5909-1958　FAX：03-5909-1970
メール：com-staff_shinagawa@mynavi.jp

※本事業は、品川区が株式会社マイナビに委託し、行っている事業です。

就業体験事業

職場実習受け入れ企業募集職場実習受け入れ企業募集
採用意欲が高くても採用手法や ノウハウがなく 苦戦している中小企業に対し
て、若手の人材採用や人材の定着に向けたノウハウの提供を行う事業です。
対象企業／品川区内に本社か事業所を有する中小企業者
お申込みからの流れ／①申込→②企業審査・選定→③個社毎の採用支援ヒアリング
（各社毎の実情に合わせ、就職情報サイト等の活用や合同就職説明会の開催等で支
援を実施していきます。）

申込締切／5月31日（火）
申込・問合せ先／「品川区求人企業支援事業事務局」（㈱学情） 
電話：03-5777-2931
メール：shinagawa-shien@gakujo.ne.jp 

※本事業は、品川区が株式会社学情に委託し、行っている事業です。

区の商工相談員が「就業支援コーディネーター」として、人材不足や求人活動
に悩みを抱える区内中小企業を訪問し、自社の魅力の打ち出し方や現状の求人
活動の見直し・提案など適宜アドバイスを行います。まずはお気軽にお問い合
わせください。

求人企業支援事業　　貴社の採用活動を
バックアップします
　　貴社の採用活動を
バックアップします

　　【合同就職説明会】
日時：7月19日（火）　午後1時～午後5時(予定) 
会場：大崎ブライトコアホール（品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア3F） 

「サポしながわ」は、品川区がバックアップし、品
川区社会福祉協議会が推進する、概ね55歳以上
の求職者のための無料職業紹介・相談窓口です。

              サポしながわ無料職業紹介所
西品川1－28－3　中小企業センター1階
TEL（5498）6357　FAX（5498）6358

問い合わせ

「合同就職面接会」参加事業所募集中!!「合同就職面接会」参加事業所募集中!!

『平成２8年度第1回合同就職面接会』概要
～「サポしながわ」がハローワーク品川とタイアップして開催～

日　　　時　6月23日(木)
　　　　　　午後1時～午後3時30分
場　　　所　きゅりあん7階 イベントホール
　　　　　　（JR大井町駅中央口東側徒歩1分）
対　象　者　概ね55歳以上の就職希望の方
参加事業所　20事業所程度を予定

※参加お申し込みの締切は5月27日（金）です。
　電話で「サポしながわ」にお申し込みください。
　申込書類をお送りします。

メ
参加事業所
募集中!!

問い合わせ 商業・ものづくり課就業担当　TEL 5498-6352

“就業支援コーディネーター”が
貴社の採用活動をアドバイスします
“就業支援コーディネーター”が
貴社の採用活動をアドバイスします

業業業業
中中中中中中中中中中中小小小小小小小小小小小小小小中中小小小中中中小小小
企企企企業業企企企企企企企企企企企業業業業業業業業業業業企企企業業業企企企企企企業業業

エ   コ

の催しし物物物

5月21日
(土)

5月22日
(日)

5月22日
(日)

コンサートや伝統工芸の実演、生活に役立つ各種相談コーナー、
中小企業センターで活動するサークルの作品展など盛りだくさんの
催し物があります。品川の味も楽しめます。お気軽にお越しください！
　　　　　　　　

●作品展示
写真・生け花・押し花・書道・絵画・
篆刻・短歌・絵手紙　他

●伝統工芸の実演
｢金　網｣ 蔦　勇作
｢和　竿｣ 大石　稔
　　　　   （品川区伝統工芸保存会会員）

●年金等各種相談　
社会保険労務士会品川支部・
東京商工会議所品川支部 

●しながわみやげPRコーナー　
●しながわ味の店　
焼団子・和菓子・シュウマイ

●プロによる囲碁教室　午前10時～正午まで
講師  日本棋院 伊藤 義夫
（囲碁愛好家に初級、中級の理論・実践を伝授します。
教室終了後は自由対局）

●住宅相談コーナー
東京都建設組合戸越支部（改築・リホームなど
住宅についてなんでも相談できます。）
●ふぁみりーコンサート　午後1時～3時45分まで
出演：品川クラシック音楽協会 
●ふれあい作業所販売コーナー　
手作りのアクセサリー品  等
リサイクル自転車
（販売は、売切れ次第終了します・予約不可。）

●社交ダンスパーティー

●プロによるこども囲碁教室
　午前10時～正午まで
講師　日本棋院　伊藤　義夫
小学生以上を対象にプロが初歩から
手ほどきします。ふるって参加してく
ださい。教室終了後は自由対局
●包丁研ぎ（東京都建設組合戸越支部）
受付　午後2時まで　1人2本まで

●親子木工教室（東京都建設組合戸越支部）　
木工教室のほか、モザイクタイルの
壁掛け作りや表札も書いてもらえます。 
●お茶席　
初心者向けに茶道の作法を指導します。
●日曜コンサートスペシャル
　午後1時～3時45分まで
　出演：品川クラシック音楽協会

商業・ものづくり課管理係　TEL 5498－6335問い合わせ

品川区文化観光課観光担当　TEL 5742-6913問い合わせ

商業・ものづくり課 商店街支援係　TEL 5498-6332問い合わせ 品川区 地域活動課 統計係　TEL 5742-6869問い合わせ

品川区環境課　TEL 5742－6755問い合わせ
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つなげよう エコのわ！ しながわ

日　時 5月22日（日
）

午前10時～午後3時
 ＊小雨決行

会　場 しながわ中央
公園（しながわ区役所前

）

中小企業センター
ほか

環境について楽しみながら、考え、行動しよう！
様々な展示やアトラクションを準備して
皆様のご来場をお待ちしています!!

☆今年はトリム広場が充実！ぜひ足をお運びください。

☆しながわECOクイズラリーを実施します！
☆品川のご当地キャラたちが遊びにきます！  各種乗り物乗車体験 

 模擬店
 メインステージ
 ソーラー工作教室 
 グラウンドアトラクション

平成18年3月の「品川区都市型観光アクションプラン」策定から10年
が経過し、これまでの成果と社会情勢の変化や新たな課題をふまえ、
「品川区都市型観光プラン」を策定しました。
今後は、本プランを推進するために新たに「品川区観光振興協議会」を
発足し、観光事業の幅広い展開を図っていきます。
本プランの全文は区ホームページからご覧いただけます。

地域の一部の区民にしか知られていない隠れた商品・サービス等
を消費者目線で調査・発掘し、広くPRします。今年度は食料品販
売業（菓子・パン・惣菜など）を調査・発掘します。昨年度調査・発
掘した商品・サービスを掲載した「たのしな」も、是非ご覧ください。

「品川区都市型観光プラン」を策定しました「品川区都市型観光プラン」を策定しました「品川区都市型観光プラン」を策定しました「品川区都市型観光プラン」を策定しました

マイスター店等を活用した
「商店街調査隊」事業
マイスター店等を活用した
「商店街調査隊」事業
マイスター店等を活用した
「商店街調査隊」事業
マイスター店等を活用した
「商店街調査隊」事業
マイスター店等を活用した
「商店街調査隊」事業

平成28年経済センサス - 活動調査平成28年経済センサス - 活動調査平成28年経済センサス - 活動調査平成28年経済センサス - 活動調査平成28年経済センサス - 活動調査
　この調査は、「統計法」に基づき実施される国の統計調査で
あり、日本の経済活動の変動や動向を明らかにするための大
規模かつ重要な調査です。
　調査へのご理解とご協力をお願いいたします。

【調査期日】6月1日現在
【調査対象】すべての事業所・企業（農林漁業家等除く）
【調査方法】①（単独事業所）調査員が訪問し、調査票配布および回収を行う。

②（複数支所を有する企業）郵送による調査票配布および回収。
※どちらの調査方法においてもインターネット回答が可能。

【調査事項】名称および所在地などの基本的な事項のほか、主な事業の内容、
売上（収入）金額等、経理項目 など

【調査結果の利用】各種行政政策の立案や、民間企業の経営計画の策定など、
社会経済の発展を支える基礎資料として活用。

今回の調査ではインターネットによる回答を推奨しています。
便利なインターネットによる回答をぜひご利用ください。

時 時 分ま

不可 ）

しながわ産業ニュース（４）2016年（平成28年）5月号

※ 古紙を配合した紙を使用しています。
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