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「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～～品川発の優れた製品・技術を区がPRします～

　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。

申し込み・問い合わせ 商業・ものづくり課　企業支援係　TEL 5498-6333

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。

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。

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。
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平成28年度から実施の事業承継支援事業は、4月から新
規事業と拡充した事業をそろえて実施します。事業の継

続や経営の安定化、後継者不足などにお悩みの経営者の皆様の課
題解決にお役立てください。

※助成金の予算がなくなり次第受付終了
★各事業の詳細は区ホームページ及びものづくり支援サイト（http://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/）をご覧ください。

拡充拡充拡充

拡充拡充拡充

拡充拡充拡充

制度資金名

事業承継支援資金

事業活性化資金

団体事業資金

2,000万円

3,000万円⇒

4,000万円

3,000万円⇒

3,500万円

1.2％以内⇒

0.6％以内

1.2％以内⇒

0.6％以内

3年目まで
無利子

4年目以降
0．6％以内

7年以内
（6か月）

7年以内
（6か月）

7年以内
（6か月）
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1／2

－

あっ旋
限度額

本人
利子負担

保証料
補助率

返済期間
（うち据置月数）

問い合わせ 品川区公園課公園建設担当　TEL 5742-6801問い合わせ 商業・ものづくり課経営相談係　TEL 5498-6334

問い合わせ 商業・ものづくり課経営相談係　TEL 5498-6334
問い合わせ ①商業・ものづくり課企業支援係　TEL 5498-6333　    

②商業・ものづくり課経営相談係　TEL 5498-6334 

申請期間　4月14日（金）～ 5月31日（水）
申請資格　区内に主な事業所を置く中小製造業者・情報通信業者
対象製品　自社で開発した製品・技術で、現在販売しているもの。

平成29年度の認定製品を募集します。

中小企業センターに隣接する
「しながわ中央公園」（区役所前）は、
1月29日新たに防災機能を備えた
拡張部がオープンしました。

中小企業センターに隣接する
「しながわ中央公園」（区役所前）は、
1月29日新たに防災機能を備えた
拡張部がオープンしました

中小企業センターに隣接する
「しながわ中央公園」（区役所前）は、
1月29日新たに防災機能を備えた
拡張部がオープンしました。

防災機能 　災害時のヘリコプター離着陸場・避難スペース
　防災備蓄倉庫・防火水槽設置
　消防訓練スペース・訓練用消火栓設置
　※公園内には、子ども用遊具もあります。

事業承継を支援します事業承継を支援します事業承継を支援します

事業承継セミナー（無料・予約制）
事業承継に関する基本的・導入的なセミナーを行います。
※平成29年度開催詳細については、産業ニュース、HP等で後日お知らせいたします。
訪問相談（無料・予約制）
専門家「事業承継士」が事業者を個別に訪問し、1事業者あたり3回まで悩みをお伺いします。
後継者塾（無料・予約制）
後継者（候補者）の育成のため、経営に必要な知識やノウハウを全8回のカリキュラムで開催します。
開催期間：平成29年10月～30年1月（予定）全8回
※お申込み等詳細については、産業ニュース、HP等で後日お知らせいたします。
事業承継支援資金（融資あっ旋・面談予約制）
事業承継に必要な運転資金や設備資金を低利で融資あっ旋する制度です。
【訪問相談申込】電話かFAX、Eメールで事業承継センター㈱までお申込みください。
TEL  5408-5506　FAX  5408-5507　Eメール：info@jigyousyoukei.co.jp
※事業承継センター㈱は品川区の受託事業者です。

中小企業事業資金融資
あっ旋制度の創設・拡充
中小企業事業資金融資
あっ旋制度の創設・拡充
中小企業事業資金融資
あっ旋制度の創設・拡充

　　　　　　   　4月より融資あっ旋制度に、新たな制度資金の創設
と、既存資金の拡充を行います。事業経営の安定化や
改善等、目的に応じた低利な資金をご活用ください。

※各資金の対象要件、その他資金等の詳細は区HPまたは下記まで
　お問い合わせ下さい。

面談予約制

中小企業向け助成事業
メニューのご紹介
中小企業向け助成事業
メニューのご紹介
中小企業向け助成事業
メニューのご紹介

なお、本事業の実施については、平成29年度予算成立を前提とすることから、成立した予算の内容に応じて事業内容に変更が生じることがあります。

対象 事業・経費 助成額 募集期間 問い合わせ
最大60万円（対象経費の2/3）
最大20万円（対象経費の2/3）
最大20万円（対象経費の2/3）
最大50万円（対象経費の2/3）
最大20万円（対象経費の2/3）
最大100万円（対象経費の2/3）
最大100万円（対象経費の1/2）

10万円
最大100万円（対象経費の2/3）
最大10万円（対象経費の2/3）
最大10万円（対象経費の2/3）
最大10万円（対象経費の2/3）
学生1人につき1日5,000円
最大50万円（対象経費の2/3）
最大100万円（対象経費の2/3）
最大375万円（対象経費の3/4）
最大250万円（対象経費の2/3）
最大100万円（取引額の5％）

ＩＳＯ認証取得費
知的財産権取得費
展示会出展費（国内展示会）
　　　　　　（海外展示会）
海外市場調査経費助成

ＢＣＰ策定費
都立産業技術研究センター利用料
企業ＰＲ用動画作成経費助成
外国語版ホームページ作成助成
インターンシップ受入助成
産学連携開発支援
新製品・新技術（ソフトウェア）開発費
ものづくり企業立地継続支援事業
新製品・新技術開発費
ものづくり地域企業ネットワーク再生支援

全業種

製造業
および

情報通信業

製造業

9月
10月

10月

ワークライフ
バランス
支援助成

①

①

①

②

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

上記融資あっ旋参照

3面に詳細掲載

のヘリコプター離着陸場・避難スペースのヘリコプ

業種拡大

業種拡大

業種拡大

4/3～2/28※

6月～※

6月～7月
4/3～4/28
5月～6月
4/3～2/28※

4/3～2/28※

2面に活用事例紹介しています。

2面に事例紹介

2017年（平成29年）3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

No.176No.176
〒141－0033　品川区西品川1－28－3　品川区立中小企業センター2階2017年（平成29年）3月

編集・発行／品川区地域振興部商業・ものづくり課 1月・3月・5月・8月・10月発行1月・3月・5月・8月・10月発行



創業支援
事　業
創業支援
事　業

助成金
事　業
助成金
事　業

マイナンバーカード
サービス

中小企業庁
からの
お知らせ

環境
事業

マイナンバーカード
サービス

登録はこちら登録はこちら

住所：品川区南品川6-4-10
TEL 5715－4030
HP：http://www.adcr.co.jp

～キャッチコピーは「総合力」です～～キャッチコピーは「総合力」です～
どのような事業を行っていますか。
　主に工事現場などで必要とされるバッテリー電源
装置やLEDを使用した照明器具と大型LED表示板
などの開発・製造・販売を行っています。バッテリー
電源装置は、100Wh程 度の小型のものから
2,500Wh以上の大容量のものまで各種あります。
　LED照明装置は、白熱電球と置き換えられるコー
ン用照明から、トンネル内工事のための坑内灯やバ
ルーンと呼ばれる数100Wの大出力のものがありま
す。大型LED表示板は、最大縦2ｍ・横4ｍまで拡張
できるため、高速道路の工事案内や警告用に使用さ
れています。

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。
　弊社では機械的なものの機構や構造設計から、機
器を駆動するための電子回路設計、電子回路を制御
するためのコンピューターのプログラム開発、量産対
応までの垂直統合的な開発・製造対応をしております。
　また、クライアントとは、漠然とした商品企画の段
階から全体像としての仕様決定、試作・評価、量産

までを共同で進めることにより、満足される商品開
発が可能となっております。

メードイン品川認定製品について教えてください。
　この度、メードイン品
川に認定いただきまし
た「停電時自動点灯LED
電球」は、通常時は一般
的なLED電球と同じよ
うに使用できるが、地
震・台風などの災害時
に停電が発生した場合
には、電球内部に搭載
されている電子回路が
停電になったことを検出
して、内蔵されている電
池により自動的に点灯
する機能を持っています。
　また、電球をソケットから取り外すと懐中電灯とし
ても使用できますので、停電時の避難行動等の防災
に大いに役立つ商品となっております。

　区の制度を利用してどうでしたか。
　新しい商品を開発する際には、先行投資としての
開発費が必要であり、開発助成金制度は非常に助かっ
ています。今回のメードイン品川認定商品も助成金
により開発を完了させることが出来ました。
　また、2回目の助成金により開発できたコーン用
LED照明は、既に高速道路上での工事現場で使用さ
れており、道路工事中の事故防止に寄与しておりま
す。助成金以外にも展示会への無償出展や区報への
記事掲載の機会が与えられ、弊社および弊社の商品
の告知に大いに役立ちました。
　
　今後の展開について教えて下さい。
　「停電時自動点灯LED電球」に使用している停電検
出技術は特許にも登録されましたが、この技術をい
ろいろな商品に展開したいと考えております。
　電球などの照明への展開だけではなく、この技術
により、停電が起きた時に、一般的な家電製品を動
作させることが出来るAC100Vを供給する装置も一
計かと考えています。

株式会社アドバンスクリエート
代表取締役 佐藤　秀樹氏メードイン品川認定企業のご紹介

問い合わせ ビジネスチャンス・ナビ2020運営事務局　

問い合わせ 品川区戸籍住民課　TEL 5742-6660

問い合わせ
品川区環境課指導調査係　TEL 5742-6751

問い合わせ ミラサポ運営事務局コールセンター　TEL 0570-057-222
（IP電話等からの問い合わせ　TEL 045-330-1818）

便利でお得！ コンビニ交付便利でお得！ コンビニ交付

HP：https://www.mirasapo.jp/

工場・指定作業場の
届出はお済みですか？
工場・指定作業場の
届出はお済みですか？
工場・指定作業場の
届出はお済みですか？

■ミラサポ

　ものづくり補助金、創業補助金、小規模事業者持続
化補助金等、それら国の補助金を耳にしたり気になっ
たりしたことはありませんか？　そんな時はミラサポを
活用してみてください。
　ミラサポでは国や公的機関などの施策情報を、テー
マ別・施策別に見つけることができます。ぜひ活用をご
検討ください。

マイナンバーカードを利用して、住民票の写し等の証明
書が全国のコンビニエンスストア（マルチコピー機
設置店舗）で取得できるサービスが開始しました。

手 数 料：200円（区の窓口よりも100円お得）
利用時間：午前6時30分～午後11時（年末年始（12月29日～1月3日）・システム保守点検日は除く）
取得可能な証明書：住民票、印鑑登録証明書、特別区民税・都民税課税（非課税）・納税証明書
必要な物：利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカード
　　　　（利用時に4ケタの暗証番号の入力が必要です。）

　東京都の環境確保条例では、「工場」・「指定作業場」を
設置・変更する時は、区への届出が義務付けられています。
　「工場」とは、製品の製造や加工等を行う事業所です。「指
定作業場」とは、工場以外の事業所で、ガソリンスタンド、洗濯
事業場（コインランドリーを含む）、自動車駐車場（20台以
上）、ボイラー等32種類が定められています。

　工場・指定作業場を新設する時や、建物・設備を変更す
る時、廃止や移転をする時等は届出をする必要があります。
　関係法令に基づく届出をして
いるか、ご確認をお願いします。

「ビジネスチャンス・ナビ2020」「ビジネスチャンス・ナビ2020」「ビジネスチャンス・ナビ2020」
～受発注取引の新たな プラットフォーム～
　「ビジネスチャンス・ナビ2020」は、東京2020大会等を契機とする
官民の入札・調達情報を一元的に集約したポータルサイトであり、受
発注取引のマッチング（商談）を支援し、中小企業の受注機会の拡大を
目的とするサイトです。
　ユーザー登録をしていただき、サイトをご活用ください。（無料）

メードイン品川認定製品
「停電時自動点灯LED電球」

メードイン品川PR事業の詳細は一面をご覧下さい。

EL 0570 057 222

ミラサポ

ご不明な点については
環境課にご相談ください。

https://www.sekai2020.tokyo/bcn/

ウーマンズビジネスグランプリ2017
in 品川を開催
ウーマンズビジネスグランプリ2017
in 品川を開催
ウーマンズビジネスグランプリ2017
in 品川を開催
　2月26日（日）品川産業
支援交流施設SHIPで女性
起業家を対象としたビジ
ネスプランコンテストが開
催され、書類審査、二次審
査を勝ち抜いた８人のファ

イナリストが熱いプレゼンを行いました。グラ
ンプリには奥井のぞみさんの「お母さんをラク
にする！～カンタンに着せられるおしゃれな病
児服～」が選ばれました。奥井さんは、「グラン
プリ賞」「オーディエンス賞」「立正大学経営学部
賞」の三冠に輝きました。

ビジネス創造
コンテスト
受賞者の紹介

ビジネス創造
コンテスト
受賞者の紹介

ビジネス創造
コンテスト
受賞者の紹介

また、区民枠として小学生以下の部（応募総数47件）、中学生・高校生の部（応募総数51件）のな
かから、それぞれ最優秀賞（1件）、優秀賞（2件）、奨励賞（3件）が表彰されました。

　2月2日（木）に品川区・品川ビジネスクラブ共催 第7回ビジネス創造コンテスト最終選考プレゼ
ンテーションが行われました。受賞者は全国から寄せられた応募総数158件の中から勝ち抜い
た8件で、次のとおりです。

区民枠／中学生・高校生の部　受賞者一覧

一般枠　受賞者一覧

区民枠／小学生の部　受賞者一覧

最優秀賞

優 秀 賞
優 秀 賞
奨 励 賞
奨 励 賞
奨 励 賞

Info目tion

暗記億シート
自律移動する三角コーン
計量まな板
翻訳補聴器
＠HOMEられ隊

松岡　カノン

廣岡　杏那
柏原　廉

古賀　文音
日野　里奈子

賞 テーマ名 氏名

賞 テーマ名 所属 氏名

山口雄太・村上元康・武藤旦矩

最優秀賞

優 秀 賞
優 秀 賞
奨 励 賞
奨 励 賞
奨 励 賞

まもるっちDE見守りサービス

自動調理システム
パネール
いろんな人になりきりロボット
ともだちロボット
スイスイ楽々

長倉　史弥

清水　凜之介
平田　遥花
篠田　悠
北村　美羽
河本　瑛太郎

賞 テーマ名 氏名

優 秀 賞
さわやか信用金庫
優 秀 賞
シリコンバレーツアー賞
奨 励 賞
城南信用金庫賞
奨 励 賞
第一三共賞
光村印刷賞
CAMPFIRE賞

最 優 秀 賞

交差波形構造による高強度剛性体の事業化提案

日本初！ 祭で日本を盛り上げる、お祭り専門会社「オマツリジャパン」！

医療を受ける子供たちにやさしさと思いやりを届ける病児服

環境調和を志向した電気化学応答性ハイブリッド表示デバイスの開発
繋がるmind
IoTを利用した小学生向け「IoT・ロボット塾」の開設
Kappy　－ KappaでHappyな雨の日を－

㈱オマツリジャパン

重症心身障害児のお洋服 ibu.

千葉大学大学院　融合科学研究科
品川女子学院
㈱CAMI&Co.
文化学園大学

阿部　馨介

加藤　優子

奥井　のぞみ

常安　翔太
藤原沙衣
神谷　雅史
松下るみ・今井愛理・森田真友

TEL 0570－009－777　メール：sme-webmaster@sekai2020.jp

女性の心と体を守る非常時用防災備蓄下着レスキュー
ランジェリーを全国そして世界の女性に届けたい。

㈱ファンクション 本間　麻衣

しながわ産業ニュース（２）2017年（平成29年）3月号



お知らせ

講座の
ご案内

参加企業
募　集

助成金
事　業

相談業務のご案内

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。

 Email info@shinagawa-businessclub.jp
 URL http://shinagawa-businessclub.jp 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。

商業・ものづくり課企業支援係　TEL 5498-6333
申し込み・問い合わせ

商業・ものづくり課 企業支援係  TEL 5498-6333申し込み・問い合わせ

商業・ものづくり課企業支援係　TEL　5498-6333
申し込み・問い合わせ① 商業・ものづくり課経営相談係　TEL 5498-6334

② 商業・ものづくり課企業支援係　TEL 5498-6333
申し込み・問い合わせ

申し込み・問い合わせ

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
する従業員へ、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

対　象
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

費　用
1. 入会金1名100円
2. 会費（月額）1名400円

共済金給付事業・福利厚生事業
・結婚、出産、銀婚等の祝金、見舞金などの給付金
・アミューズメントパークの割引券、有名レストランの
　割引券のあっ旋等の福利厚生
その他、詳細については下記へ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

問い合わせ
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

■セミナー・講座
実務的なテーマまた話題性の高いテーマなどニーズに応じたセミナー・講座を開
催します。
■会員交流会
新規ビジネスの創造やオープンイノベーションを実現するためにさまざまなバックグ
ラウンドを持った会員同士が交流できる「場」として、定期的に交流会を開催します。
■施設見学会
先端企業、研究機関の先進的な技術等を見学します。

主なサービスメニュー

「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2017」
出展者募集のお知らせ

「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2017」
出展者募集のお知らせ

東京信用保証協会は、中小企業の皆さまへの経営支援の取り組
みとして、本年で11回目となるビジネスフェアを開催いたします。
新たなビジネスパートナーとの出会いの場として、新技術や新商
品の情報発信の場として、ぜひご活用ください。
開催・出展募集概要は以下のとおりです。皆さまのご応募を心よ
りお待ちしております。

主　　　催：東京信用保証協会
日　　　時：9月28日（木）午前10時～午後5時
会　　　場：東京国際フォーラム（千代田区丸の内3-5-1）
内　　　容：中小企業・支援機関によるブース展示、講演会、
　　　　　　出展者によるプレゼンテーション  ほか

募集小間数：270小間《予定》
小 間 仕 様：間口約2.4m×奥行約1.7m×高さ約2.7m
出　展　料：1小間あたり30,000円（消費税込み）
申 込 方 法：①Web(当協会ホームページから)
　　　　　  ②FAX／郵送（所定の「出展申込書」による）
申 込 期 限：4月28日（金）  事務局到着分まで （※）
　　　　　  ※申込多数の場合、締切日前でも受付を終了する場合がございます。

東京信用保証協会 ビジネスフェア実行委員会事務局
〒104-8470　東京都中央区八重洲2-6-17
TEL 3272－2070　　FAX 3272－3999
ホームページ http://www.cgc-tokyo.or.jp/

主主 催催：東京

開催概要

募集募集募集募集小間小間小間小間数数数数：270小
募集要項

ビジネス支援講座の
ご案内
ビジネス支援講座の
ご案内
ビジネス支援講座の
ご案内

IoT時代のものづくり経営
   ～デジタルが事業を変える～
日時：4月19日（水）午後6時30分～8時30分
講師：森川　博之 氏

　　  （東京大学　先端科学技術センター教授）
会場：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
　　　JR・りんかい線 大崎駅より徒歩5分

ものづくり商談会　参加企業募集ものづくり商談会　参加企業募集ものづくり商談会　参加企業募集
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。近隣地域
（目黒区・板橋区・江戸川区・北区）の自治体とも連携し、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。
下記問い合わせまでお申込みください。

日  時 9月5日（火）　午後1時～5時（予定）

会  場 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）

対  象 中小製造業事業者

品川区内企業間の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。

助  成

区内ものづくり企業立地継続のため、東京都と品川区
が連携し操業環境の改善（防音・防振・防臭等）を目的

とした現工場の改修費用、一時移転に伴う費用等を一部助成します。

ものづくり企業立地
継続支援事業
ものづくり企業立地
継続支援事業
ものづくり企業立地
継続支援事業

【助成金額】最大375万円（対象経費の3／4）
【申請期限】 4月28日（金）※必着
【助成対象】①区内に工場を持つ中小製造業者
　　　　　  ②過去に品川区で1年以上操業しており、現在も都内で1年
　　　　　　   以上操業している者
※詳細については下記ま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。

相談内容

経 営 相 談

創 業 相 談

企 業 法 務 相 談

特 許 相 談

海外ビジネス相談

発 注 相 談

曜  日

（月）～（金）

（月）～（金）

第2・4（木）

第2・4（金）

第1～ 4（水）

（月）～（金）

時  間

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

午前10時～12時

午前10時～12時

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

相 談 員

区商工相談員

区商工相談員

飯野　泰子　弁護士

工藤　実　弁理士

吉岡　義継氏

区商工相談員

問い合わせ 場所

区
立
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

①

②

（元住友商事）

TEL 5449-6557

中小企業の退職金
国の制度が
サポートします

中小企業の退職金
国の制度が
サポートします

中小企業の退職金
国の制度が
サポートします

中小企業の退職金
国の制度が
サポートします
　中退共制度とは、中小企業で働く従業員
のための国がサポートする外部積立型の退
職金制度で、業種ごとに定められた中小企
業の範囲内の企業であれば加入できます。

〒170-8055 東京都豊島区東池袋1-24-1
TEL 6907-1234

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
ホームページ申し込み・問い合わせ

東京同友会事務局・米田　TEL 3261-7201

経営者公開セミナー経営者公開セミナー経営者公開セミナーーー無料場所：中小企業センター
主催：中小企業同友会品川支部
3月23日（木）午後6時30分
『障害は特性・可能性は無限大』
講師：大胡田誠氏
　　　弁護士法人つくし総合法律事務所東京事務所

4月20日（木）午後6時
『すばらしき経営の実現をめざして』
講師：鬼澤慎人氏  （株）ヤマオコーポレーション
　　　代表取締役　日本経営品質賞審査員

問い合わせ

要予約

要予約

セミナー・講座 施設見学会会員交流会

しながわ産業ニュース 2017年（平成29年）3月号（３）



求人活動
支　援

組織改正求人活動
支　援

組織改正

平成29年度
商店街支援の
トピックス

平成29年度
就業支援の
トピックス

「サポしながわ」は、品川区が
バックアップし、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。

　商業・ものづくり課　管理係
TEL 5498-6335

問い合わせ　商業・ものづくり課　管理係
TEL 3787-3041

問い合わせ 問い合わせ 商業・ものづくり課　管理係　TEL 5498-6335

問い合わせ 商業・ものづくり課　経営相談係　TEL 5498-6334

　　　　　  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 

月～金曜日（土、日、祝日を除く）
午前9時～午後5時

利用
時間

至大森

きゅりあん

大
井
町
駅

Ｊ
Ｒ

品川区役所

公園

青稜中学
高等学校

イトーヨーカドー

区役所通り
東急大井町線

区役所通り
東急大井町線下神明駅

中小企業センター

求人のお申し込みは
サポしながわ（中小企業センター1階）へ！
求人のお申し込みは
サポしながわ（中小企業センター1階）へ！
求人のお申し込みは
サポしながわ（中小企業センター1階）へ！

問い合わせ

　「サポしながわ」では事業所からの求人申込みを常
時受け付けています。高年齢者（おおむね 55歳以上）
の求人は、ぜひ「サポしながわ」にお申し込みください。
経験豊かな人材や即戦力の人材を紹介します。　　
　また、数社の企業の参加による「就職面接会」を年
数回、中小企業センター等で開催予定ですので、お気
軽にお問い合わせください。
　尚、サポしながわの隣には「品川区就業センター」
があり、区とハローワーク品川が一体となって職業相
談・職業紹介等の就業支援を行っております。

4月16日（日）、4月30日（日） 
第250、251回日曜コンサート
会場／中小企業センター３階レクホール
時間／午後１時30分～３時
出演／品川クラシック音楽協会

4月14日（金）・15日（土）
内　容／帯仕立て
実演者／溝口悌子
会場／中小企業センター1階　ロビー
時間／午前10時～午後4時
　　　※午後1時～2時まで休憩

伝統工芸の実演日曜コンサートトト日曜コンサート 伝統工芸の実演

中小企業センターでは平成29~30年度に空調設備の改修工事を行います。
工事に伴い29年8月以降、一部の貸室に利用できない期間があります。
利用できない貸室や期間等詳細についてはお問い合わせください。

中小企業センター空調設備
改修工事のお知らせ
中小企業センター空調設備
改修工事のお知らせ
中小企業センター空調設備
改修工事のお知らせ
中小企業センター空調設備
改修工事のお知らせ

４月から
商業・ものづくり課の
組織が一部変わります

４月から
商業・ものづくり課の
組織が一部変わります

４月から
商業・ものづくり課の
組織が一部変わります

４月から
商業・ものづくり課の
組織が一部変わります

４月から
商業・ものづくり課の
組織が一部変わります

【商業・ものづくり課】
事務の内容 改正前 改正後

中小企業センターに関すること
商業の振興事業、商業団体の
振興に関すること

就業支援に関すること
中小企業の経営相談・融資あっ旋
に関すること
中小製造業および情報通信業等
の支援に関すること
創業支援施設に関すること

産学連携の推進に関すること
消費者の保護・教育、消費者団体の
育成・指導等に関すること

管理係

商店街支援係

就業担当

経営相談係
中小企業支援係

企業支援係 創業支援担当

産業活性化担当

消費者センター

プレミアム付き区内
共通商品券

発行事業の助成
品川区商店街振興組

合連合会が春・秋に発

行する区内共通商品
券の10％のプレミア

ム

分を助成することで
地元商店街での購買

意

欲の向上や地域商業
の振興を図ります。

※事前申込販売を予
定しています。

商店街街路灯電気
料金の助成

商店街の街路灯がま
ちの防犯に資するこ

とか

ら、電気料金の一部
を助成しています。

今年度

も、電気料金値上げ
への対策として、助

成基準

額を昨年度同様、平成
25年度比2割増額し

ます。

（基準額の例：装飾灯
1本あたり年額13,44

0円）

商店街街路灯のLE
D化への助成

地球温暖化対策（C
O2削減）の推進と区

内商店

街の振興を図る目的
で、商店街が街路灯

ランプ・

アーケード照明のL
EDランプ・照明への

交換事

業を行う際に、経費の
一部を助成します。

問い合わせ 商業・ものづくり課商店街支援係　TEL 5498-6332

就業支援コーディ
ネーター派遣事業

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・提案などのアド
バイスを行います。

是非ご利用ください
。

活用企業の声を下記
にご紹介します。

代表取締役社長　下村　博氏

Q:貴社の事業内容を教えてください。
　鉄道車両の電気部品を製造しています。
　板金加工からマシニング加工、旋盤加工、
フライス・仕上加工まで一貫した生産体制
を整えており、お客様のご要望にお応えし
ています。

Q:就業支援コーディネーター派遣事業を
利用しようと思ったきっかけは何です
か？

　若手とベテラン社員間のコミュニケー
ションに課題があると感じ、改善のきっかけ
をつかむために利用しました。ベテラン社
員の技術やノウハウを伝承することが会社
の存続に重要だと考えています。

Q:利用された事業はどのように役立ちま
したか。

　就業支援コーディネーター派遣事業を利
用し始めて2年になり、今年度は主に採用
活動を強化するサポートを受けました。
　結果、今年度の採用は、媒体を利用した
中途採用と合同面接会を利用した新卒採
用・パート採用を実施し、いずれも目標人
数を採用することができました。他社が採
用に苦戦していると聞くことが多い中で、
順調に採用を進めることができました。

Q:具体的に役立ったのはどんな場面でし
たか？

　求人広告（媒体）の書き方・つくり方です。
細かな言い回しまで一緒に考えてもらった
ことで、求職者の反応が変わったのを実感

問い合わせ 商業・ものづくり課 就業担当　TEL 5498-6352

　　

品川区荏原5-10-13
藤村電器株式会社

HP：http://www.fujimuradenki.jp

しました。品川区の合同面接会へ参加する
前に、アドバイスに従い採用パンフレットを
作成したことも、新卒採用にプラスになった
と思います。実際に、合同面接会から2名
新卒の方を採用することができました。
　他にもベテラン社員に対するキャリアカ
ウンセリングは、社員の状況を客観的に捉
える機会として役立ちました。

Q:今後について教えてください。
　今回、人的な体制がある程度整ったので、
今まで以上にベテラン社員の技術を若手に
伝えていく取組みを強化していきたいで
す。人材の採用は継続的に取り組む予定で
す。また、採用後の社員の定着・教育の課
題への対応を考えています。

商店街の情報発信
への助成

来街者を誘導するた
め積極的な情報発信

を行う

商店街に対して、HP
や冊子、MAP等を作

成する

経費を一部助成しま
す。

外国人への「おもて
なし」に

積極的な店舗をPR

商店街連合会と連携
し、異文化理解・

おもてなし等のセミ
ナーを実施して商

店街で外国人観光客
の受け入れに対

する機運を醸成する
とともに、外国人

観光客へのおもてな
しに積極的な店

舗を調査発掘・PRし
ます。

行う
する

おもてなし」に

舗をPR
と連携し、異文化理

解・

ミナ を実施して商

う

コーディネーター派遣事業
活用企業

業はどのよ

　　

※詳細は実施時期が決ま
り次第、随時ホームページ

等でお知らせします。

就業体験（インタ
ーンシップ受入）事

業

就業意欲がありなが
ら就職できていない

若者や、育児・

介護等で一度退職し
再就職を希望する女

性を対象に、

就業体験（インターン
シップ）の機会を提供

し、就業体験

先での直接雇用に結
びつけることで区内

中小企業の人

材確保を支援します
。

しながわ産業ニュース（４）2017年（平成29年）3月号

※ 古紙を配合した紙を使用しています。
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