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問い合わせ 商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL 5498-6340

問い合わせ 商業・ものづくり課　中小企業支援係
予約電話番号　TEL 5498-6334

問い合わせ ①商業・ものづくり課中小企業支援係　TEL 5498-6340　     
②品川区都市環境部環境課環境管理係　TEL 5742-6949 

社会貢献製品支援事業社会貢献製品支援事業社会貢献製品支援事業

事業資金融資あっ旋制度
をご利用ください
事業資金融資あっ旋制度
をご利用ください
事業資金融資あっ旋制度
をご利用ください

4月より既存資金の拡充を行いました。
これまでよりさらに、事業者のみなさまのニーズに応じた資金を準備
していますので、目的に応じた低利な資金をお役立てください。

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。

製造業・情報通信業を対象とした助成金は3面に記載製造業・情報通信業を対象とした助成金は3面に記載製造業・情報通信業を対象とした助成金は3面に記載製造業・情報通信業を対象とした助成金は3面に記載

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

平成30年度の認定製品を募集します。
申請期間　  平成30年4月13日（金）～5月31日（木） 午後5時まで
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。

事業承継設備投資助成募集事業承継設備投資助成募集事業承継設備投資助成募集

「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～

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　中小企業支援係　TEL 5498-6340

申し込み・問い合わせ
商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL 5498-6340

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（最大20万円）などが受けられます。

平成

年度
30

※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
　（https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/）をご覧ください。

 助 成 額
製造業は最大500万円、その他の業種は250万円（対象経費の1/2）
 申請資格
区内で1年以上継続して事業を営む中小事業者で、前後3年以内に事
業承継を行う方。
 対象事業
（1）事業承継を契機として老朽化による設備更新・導入
（2）更なる発展に向けて競争力強化を目指した最新機械設備の導入
※平成31年2月末までに導入が完了するもの。
 募集期間
5月1日（火）～ 6月15日（金）　午後5時
※詳しくは区ホームページまたは、
　下記までお問い合わせください。

事業承継に伴う設備投資に係る費用の一部を
審査のうえ助成します。

区内中小企業の優れた自社技術・製品のうち、募集テーマ
に該当する製品について、品川区役所等への試供・導入な
どを積極的に行い、販路拡大を応援します。

対 象 者　区内に主な事業所を持つ中小事業者
募集テーマ　以下の要件をすべてみたしていること。
　　　　　　（1）自社で開発した製品・技術・サービスであること。
　　　　　　（2）以下のテーマのいずれかに該当する製品・技術・サービスであること。
 ①区民が健康で暮らし続けられるもの
 ②東京2020大会を契機とした区の魅力を引き出すもの（観光やシティプロモーションなど）
 ③増大・多様化し続ける行政ニーズに対応するもの
支 援 内 容　（1）製品・技術・サービスの試供先マッチング支援
　　　　　　（2）品川区に導入するために既存技術・製品をカスタマイズするための試作
　　　　　　　  開発経費の助成（限度額50万円　助成率2／ 3）
　　　　　　（3）クラウドファンディング手数料の助成（限度額20万円　助成率2／ 3）
　　　　　　（4）試供場所の提供支援
募 集 時 期　平成30年4月18日（水）～ 5月31日（木）

予約制

制度資金名 資金使途 あっ旋
限度額

本人
負担利子

返済期間
（うち据え
置き月数）

保証料
補助率

小規模企業特別事業資金 設備/運転 2,000万円

3年目まで
無利子
4年目以降
0.2％以内

5年以内
（6か月） 全額補助

事業設備資金 設備 3,000万円 0.6％以内 7年以内
（6か月） 2／ 3

事業運転資金 運転 2,000万円 0.6％以内 5年以内
（6か月） 2／ 3

事業承継支援資金 設備/運転 2,000万円

3年目まで
無利子
4年目以降
0.6％以内

7年以内
（6か月） 2／ 3

事業活性化資金 設備/運転 4,000万円 0.6％以内 7年以内
（6か月） 1／ 2

団体事業資金 設備/運転 3,500万円 0.6％以内 7年以内
（6か月） ―

創業支援資金 設備/運転 2,000万円

初めての創業
0.2％以内
第二創業
0.7％以内

10年以内
（12か月）

初めての創業
全額補助
第二創業
1／ 2

（全業種対象）（全業種対象）（全業種対象）（全業種対象）

事業 対象経費 助成額 募集期間 問い合わせ

事業承継設備投資助成 設備投資費用
製造業：最大500万円
その他：最大250万円
（対象経費の1/2）

5月1日～ 6月15日

①しながわ～く推進助成
（働き方改革支援）

コンサルタント費等 最大100万円
（対象経費の2/3） 4月2日～ 2月28日※

事業所内
育児施設整備費

最大100万円
（対象経費の1/2） 4月2日～ 2月28日※

働き方改革奨励金 10万円 4月2日～ 2月28日※

BCP策定経費助成 BCP策定に係る
コンサルタント費等

最大100万円
（対象経費の2/3） 4月2日～ 2月28日※

事業所用LED照明
設置助成

区内施工業者による
工事

最大30万円
（10万円以上の設置

費用の1割）
先着順

②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
・信用保証料補助 先着順

エコアクション21認証
取得支援事業

詳細はお問い合わせ
ください。

最大20万円
（登録費用の1／ 2）

先着順8件
5月23日（水）の説明会
参加を受付中

※支援対象製品は、区の審査によって決定します。 ※対象製品について、契約を約束できるものではありません。

2018年（平成30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。

No.183No.183
〒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2018年（平成30年）5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

拡充拡充拡充

拡充拡充拡充



商店街
支援事業

産　業
活性化

中小企業
支　援

問い合わせ
 商業・ものづくり課　産業活性化担当　TEL 5498-6351

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  商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL 5498-6340

産学連携
情報交流会
産学連携
情報交流会
産学連携
情報交流会
産学連携
情報交流会

カタリスト派遣事業カタリスト派遣事業カタリスト派遣事業カタリスト派遣事業

産学連携開発支援産学連携開発支援産学連携開発支援産学連携開発支援

産学連携に関心がある企業に対して、企業
との連携に積極的な大学などと情報交換・
交流できる場を提供します。

大学教員による講演、研究室や研究施設の見学などを通して大
学などとの関係構築を図り、共同研究などの取り組みを進める
ためのきっかけづくりを支援します。
実施回数　　全3回

※平成30年度は、以下の大学などの訪問を
　予定しています。
具体的な日時・内容など詳細が決まりましたら、
ホームページ（ものづくり支援サイト）、メルマガなどで
お知らせします。
　①産業技術総合研究所（つくばセンター）
　②東洋大学（川越キャンパス）
　③東京医科歯科大学（湯島・駿河台キャンパス）

実施内容　　①大学などが実施している産学連携の取り組みの紹介
　　　　　　②教授などによるシーズ発表
　　　　　　③研究室などの施設見学

会　　場　　各大学など

各分野の専門家等である「品川区ビジネス・カタリスト」が区内中小企業を訪問し、
課題解決に向けた各種支援を行います。原則として全ての業種の事業者様が
ご利用いただけます。
※平成30年4月現在、企業実務経験者、各分野の専門家、大学・産技高専などの研究者・技術者
など約100名がカタリストとして登録されています。
対　　象    区内に事業所を置く中小事業者（みなし大企業を除く）
相談内容    経営戦略、人材管理・育成、販路開拓・マーケティング、
　　　　    技術開発、生産管理、IT活用、法務・知的財産権　など
利用制限    1年間10回まで（無料）
利用方法    相談内容に応じて適任のカタリストを紹介します。まずはお問い合わせください。
そ の 他    事業の詳細、カタリストの略歴は下記ホームページに掲載しております。
　　　　　  https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/catalyst/index.html

大学などと連携して製品開発のための共同研究などを実施する際の委託契約
などに係る費用の一部を助成します。
募集企業    区内に1年以上主な事業所を置く中小製造事業者・中小情報通信事業者
　　　　　 （みなし大企業を除く）
募集期間    6月1日（金）から平成31年2月28日（木）まで（先着順）
　　　　　 ※予算枠の範囲内で助成し、募集については、予算がなくなり次第、終了となります。
助 成 額    最大50万円（対象経費の2／3）
対象経費    平成30年度中に共同研究などのため大学などと契約締結し、支払った費用

外国人へのおもてなしに積極的な
「おもてなし店」PR事業
外国人へのおもてなしに積極的な
「おもてなし店」PR事業
外国人へのおもてなしに積極的な
「おもてなし店」PR事業
外国人へのおもてなしに積極的な
「おもてなし店」PR事業
外国人へのおもてなしに積極的な
「おもてなし店」PR事業

商店街街路灯の電気料金等の助成商店街街路灯の電気料金等の助成商店街街路灯の電気料金等の助成商店街街路灯の電気料金等の助成商店街街路灯の電気料金等の助成

区を訪れる外国人観光客の来街を促進し、区内商店
街における国際化対応の推進および活性化を図るた

めの事業を商店街連合会と連携し実施します。
外国人観光客へのおもてなしに興味はあるが、どの様に対応したら
良いか分からないという店舗の方向けに異文化理解・おもてなし等
のセミナーを実施する予定です。また、実際に外国人観光客へのお
もてなしを実施し、調査隊が設定するおもてなし項目を満たした店
舗の募集も行う予定です。積極的な参加をよろしくお願いします。

商店街の街路灯がまちの防犯に資することから、電気
料金等の一部を助成しています。助成対象期間は平
成29年4月～平成30年3月までに支払われたのもの
で、下記基準額が上限となります。

・装飾灯 1本あたり：13,440円
・アーチ 1基あたり：26,880円
・アーケード内電灯 1本あたり： 3,000円

助 成 額 最大250万円（対象経費の2/3）
申請期限 平成30年6月29日（金）※必着

申請資格 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
対象事業 次のような新製品・新技術開発で、平成31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・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など
 ＊平成30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。
 ＊申請書類・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。
 ＊同一年度に品川区新製品・新技術開発促進助成およびソフトウェア開発促進助成
　　　　　　　について受ける場合いずれか一方のみが助成対象となります。

助 成 額 最大100万円（対象経費の2／ 3）
申請資格 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・中小情報サービス業
対象事業 各種のシステムソフト、アプリケーションソフト、組み込みソフトの開発など
 （ゲームソフトの開発は除く）
申請期間 平成30年6月1日（金）～7月31日（火）
対象事業 平成31年3月までに開発が完了するものに限ります。
 ＊平成30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。
 ＊申請書類・面接審査等により助成企業および助成額を決定します。

区内の中小企業が、
専門家やコンサルタント等の
指導によるBCP策定にかかる費用を
助成します。

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。

ソフトウェア開発に要する費用の一部を審査のうえ助成します。

助成対象者：区内中小事業者
助　成　率：対象経費の2／ 3
助成限度額：100万円
※BCPとは＜Business Continuity Plan
　（事業継続計画）＞の略称です。
※申請内容を審査し、予算枠の範囲内で助成します。

各事業所へのお願い各事業所へのお願い
サマールックキャンペーンサマールックキャンペーン

★各事業の詳細は区ホームページをご覧下さい。

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。各事業所におかれましても室
温が28度になるよう冷房の運転を行い、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。

問い合わせ

環境課環境推進係
　TEL 5742-6755／FAX 5742-6853

品川区 都市環境部

中小企業BCP作成支援事業中小企業BCP作成支援事業中小企業BCP作成支援事業新製品・新技術開発促進助成新製品・新技術開発促進助成新製品・新技術開発促進助成

ソフトウェア開発促進助成ソフトウェア開発促進助成ソフトウェア開発促進助成ソフトウェア開発促進助成

ものづくり部門

申請開始は6月4日からの予定で、申請のご案内を
該当商店街様あてに送付します。

しながわ産業ニュース（２）2018年（平成30年）5月号



お知らせ

相談業務のご案内

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

2月25日に開催された品川区などが主催する女性
のためのビジネスプランコンテストで見事、グラン
プリと準グランプリを受賞されたお二人に女性経営
者としてのチャレンジ精神、事業に対する熱意を
語って頂きます。グランプリの谷本さんは子供の個
性と教育理念が出会う場所への想い、準グランプリ
の黒澤さんは胸の大きな女性のためのオシャレなオ
フィスカジュアル作りの実現を報告して頂きます。

主催：東京中小企業家同友会品川支部
日時：6月21日（木）18:30～21時（その後懇親会あり）
場所：品川中小企業センター
会費：会員無料、ゲスト1,000円
問い合わせ　東京中小企業家同友会事務局
　　　　　　品川支部担当：アイダ
TEL 3261-7201　e-mail：aida@tokyo.doyu.jp

講師：谷本たまきさん　ウーマンズビジネスグランプリ
　　　黒澤美寿希さん　ウーマンズビジネス準グランプリ

経 営 者
セミナー

元気な女性がビジネスを変える！元気な女性がビジネスを変える！元気な女性がビジネスを変える！
～フレッシュな女性経営者の起業の声～

勤労者共済会への加入のお勧め
品川区

品川区内の中小企業、商店などで働いているみなさまが
品川区勤労者共済会の会員になりますと月額1人400円
でさまざまな特典があります。

月400円会費でお得がいっぱい

会員になれる方
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

どんな特典
次の催し物等のチケットや利用券を
割安で購入できます。観劇、コンサー
ト、展覧会、帝国ホテルや有名レスト
ランの会食、都内共通入浴券等々
また、結婚、出産、銀婚の祝金や入院
時の見舞金などの支給もあります。

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

具体的なお申込方法等、詳細につきましては、当協会ホームページをご覧ください。

東京信用保証協会　経営支援統括課　　TEL：3272-2276　　ホームページ：http://www.cgc-tokyo.or.jp/

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
その他、詳細については
下記へお問い合せください。

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。
◆中退共制度の特色
・掛金は全額非課税で手数料もかかりません
・掛金の一部を国が助成　※一部対象外
・外部積立型なので管理が簡単
・パートタイマーや家族従業員も加入できます
・他の退職金・企業年金制度等とのポータビリティも可能です
〔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
〒170-8055　東京都豊島区東池袋1-24-1
TEL：6907-1234
↓中退共ホームページ
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

中小企業の退職金中小企業の退職金 国の制度が
サポートします

■開 催 日 時 平成30年5月26日（土）13時00分～16時30分
■会　　　場 ビジョンセンター東京　7階会議室【東京駅八重洲南口より徒歩4分】（東京都中央区八重洲2-7-12　ヒューリック京橋ビル）
■プログラム 1．「事例に学ぶ事業承継対策の成功と失敗の分かれ目～事業承継を進めるうえでの大切なポイント～」　講師：中小企業診断士　増子慶久氏
 2．東京信用保証協会より事業承継に関する保証制度について
 3．「事業承継税制の改正に伴って～事業承継をするうえで知っておきたい税と承継計画～」　講師：税理士　湊義和氏
■定　　　員 各50名（申込先着順・事前申込要）

東京信用保証協会では、事業承継を考えている経営者および後継者を対象に、事業承継セミナーを開催します。
事業を未来に繋ぐために、まず何を始め、どんなことに気を付けるべきなのか、様々な事例をもとに分かりやすくお伝えします。
事業承継の税制改正が具体的にどう関わってくるのか、専門家が詳しく解説します。

東京信用保証協会「事業承継セミナー」のご案内

参加費無料

 商業・ものづくり課中小企業支援係　TEL 5498-6334問い合わせ・予約先

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

場所

区
立
中
小
企
業
セ
ン
タ
ー

（元住友商事）

要予約

① 商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL 5498-6340
② 商業・ものづくり課　産業活性化担当　TEL 5742-6333

問い合わせ

問い合わせ

※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（https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp）

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平成

年度
30 (製造業・情報通信業対象）

事業・経費 助成額 募集期間 問い合わせ

外国語版ホームページ作成助成

企業ＰＲ用動画作成経費助成

ものづくり地域企業ネットワーク再生支援

インターンシップ受入助成

都立産業技術研究センター利用料

①

②

平成30年
4月2日

～

平成31年
2月28日

（申請順）※

最大10万円
（対象経費の2/3）
最大20万円

（対象経費の2/3）

学生1人につき
1日5,000円
最大10万円

（対象経費の2/3）

最大100万円
（取引額の5％）

申し込み・問い合わせ
商業・ものづくり課中小企業支援係　TEL 5498-6340

申し込み・問い合わせ
商業・ものづくり課　中小企業支援係
TEL 5498－6340／FAX 5498－6338申し込み・問い合わせ 商業・ものづくり課中小企業支援係　TEL 5498-6340

TEL 5498-6340／FAX5498-6338

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
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・さいたま
市）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。お申し込みは下記問い合わ
せまでご連絡ください。
日　時 9月4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、中小情報通信業事業者
助　成 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。

参加企業募集参加企業募集

“人材アシストマネージャー”が
貴社の採用活動をアドバイスします
“人材アシストマネージャー”が
貴社の採用活動をアドバイスします
“人材アシストマネージャー”が
貴社の採用活動をアドバイスします
“人材アシストマネージャー”が
貴社の採用活動をアドバイスします

①～③共通
申請資格　区内に1年以上主な事業所を
　　　　　置く中小事業者
　　　　　（みなし大企業を除く）
募集期間　平成30年4月2日～
　　　　　平成31年2月28日まで
　　　　　（予算がなくなり次第受付終了）

日　　時　6月19日（火）
　　　　　午後1時30分～午後4時30分
場　　所　区立中小企業センター2階
　　　　　中講習室
内　　容　①欲しい人材を集めるポイント
　　　　　②採用面接のコツ
　　　　　③人材関連助成金の紹介
対象企業　採用活動を実施している、もしくは
　　　　　実施予定の品川区内に本社か事業
　　　　　所を有する中小企業者
定　　員　20社24名まで（先着順）

「いい人が採用できない」といった課題を持つ区内
企業向けのセミナーです。自社で活躍する人材の
採用～面接のコツを、ワークを交えてお伝えします。

中小企業のための
採用力向上セミナーしながわ～く推進事業しながわ～く推進事業しながわ～く推進事業しながわ～く推進事業

優秀な人材の確保・定着、生産性・経営
力の向上を目的として、働き方の改善に
取り組んだ企業を支援します。

働き方の改善のためにフレック

スタイム制度等を整備し、その

制度の利用があった場合に奨励

金を交付します。
奨励額
● 10万円、1事業所につき1回限り

対象制度
●フレックスタイム制度
● 短時間勤務制度
● 時間単位での年次有給休暇制度
●リフレッシュ等休暇制度
● 育児・子育て・介護等目的休暇制度

①しながわ～く推進事業奨励金
働き方改革の取り組みのためにコ

ン

サルティングを受けた際のコンサ
ル

ティング料を助成します。

助成額
● 最大100万円、対象経費の2/3

対象経費
● 従業員意識（満足度）調査
●就業規則の作成や見直し
● 人事諸制度の改善支援（目標管理

制度の導入、組織効率化・活性化など）
●一般事業主行動計画の策定支援
●業務改善手法の導入支援
● 長時間労働削減のための業務の

可視化・見直し

②働き方改革コンサルティング経費助成
事業所内に育児スペースを設けた

場合、工

事費等を助成します。

助成額
● 総交付限度額100万円、対象経費の

1/2

対象経費
● 工事費
●育児スペース設置場所の賃料

③ 事業所内育児施設整備費助成

問い合わせ

母集団形成～面接のコツ

（働き方改革支援）（働き方改革支援）（働き方改革支援）（働き方改革支援）

区の商工相談員が「人材アシストマネージャー」として、人材不足や求人活動、
社員定着など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。

商業・ものづくり課　中小企業支援係　

しながわ産業ニュース 2018年（平成30年）5月号（３）



お知らせ

イベント

商店街
事　業

問い合わせ
品川区都市環境部環境課　TEL 5742-6755  FAX 5742-6853

問い合わせ 品川区地域振興部　地域活動課市町村交流担当  TEL 5742-6856

問い合わせ 商業・ものづくり課　管理係  TEL 5498－6335　

各種セミナー等

ビジネス創出懇談会

会員交流会

みんなで
  創り

つなげよ
う  エコの

わ！ 

　各種乗り物乗車体験
燃料電池車（水素で動く次世代エコカー）
10:30～11:30　13:30～15:00
電気自動車（環境にやさしい電気自動車）
10:30～12:00　13:30～15:00

　ソーラー工作教室
太陽光を利用したおもちゃ
「ミニソーラーメタルカー」
を作ってみませんか。

　グラウンドアトラクション
ダンス、空気式アトラクション
東京 2020 オリンピック・パラリンピック
競技体験コーナーなど

　飲食店ブース
今年は会場を多目的広場（ヘリポート部分）まで
拡大し飲食店ブースを増やしました

　メインステージ
　・エコレンジャーショー
　・和太鼓演奏
　・ウルトラマン×らんま先生
　　エコサイエンスパフォーマンス
　・創作竹楽器演奏
　・その他楽器演奏など

　フードドライブ
～食品を捨てずに生かしエコライフ !!!～
食品ロス削減のために家庭で眠っている食品
を集める「フードドライブ」を実施します

問い合わせ 商業・ものづくり課　管理係　TEL 5498-6335問い合わせ 品川区地域振興部　地域活動課統計係　TEL 5742-6869

中小企業センター空調設
備改修工事に伴う貸室一
部利用休止のお知らせ

中小企業センター空調設
備改修工事に伴う貸室一
部利用休止のお知らせ

中小企業センター空調設
備改修工事に伴う貸室一
部利用休止のお知らせ

中小企業センター空調設
備改修工事に伴う貸室一
部利用休止のお知らせ

中小企業
センター
中小企業
センター
中小企業
センター
中小企業
センターまつりまつり

5月27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

しながわECOフェスティバル2018しながわECOフェスティバル2018しながわECOフェスティバル2018しながわECOフェスティバル2018しながわECOフェスティバル2018
エ   コ

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！

我が国の工業の実態を明らかにし、
地域産業施策など、国や地方公共団体
の行政施策の基礎資料を得ることを目
的として、工業統計調査を実施します。
ご協力よろしくお願いします。
調査票と一緒に「オンライン調査ログイン情報」が配布された事業所は、
インターネットでもお答えいただけます。ぜひご利用ください。

調査対象／製造業に属する事業所
調査期日／平成３０年６月１日（金）
調査内容／従業者数、現金給与総額、製造品出荷額、
　　　　　主要原材料名及び作業工程等
調査方法／５月中旬から統計調査員が訪問をし、聞き取り
　　　　　調査のうえ、従業員４人以上の事業所には調査
　　　　　票を配布、後日回収します。
回答方法／インターネットによる回答または記入済み調査
　　　　　票を調査員に提出
調査機関／経済産業省・東京都・品川区

※調査内容は、統計を作成するためにのみ使用し、
　そのほかの目的に使用することはありません。

工業統計調査に
ご回答をお願いします

工業統計調査に
ご回答をお願いします

工業統計調査に
ご回答をお願いします

工業統計調査に
ご回答をお願いします
平成30年

中小企業センターでは平成29年度に引き続き、平成30年度も空調
設備改修工事を行います。工事に伴い平成30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。

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・研究機関など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。

●ビジネス創出懇談会
一般的なコンサルタントとは違った視点から目利きができるアド
バイザーとのインタラクティブなディスカッションを通し、新事業
展開等のヒントを提供します。
●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。
●各種セミナー（MEET UP等）
旬なテーマ等を設け造詣の深いゲストと参加者とがインタラク
ティブに語り合うMEET UP等、各種セミナーを開催いたします。

申し込み・問い合わせ 一般財団法人品川ビジネスクラブ事務局　TEL 5449-6557　Email：info@shinagawa-businessclub.jp　URL： http://shinagawa-businessclub.jp

西大井創業支援センター入居者募集西大井創業支援センター入居者募集西大井創業支援センター入居者募集 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

問い合わせ 商業・ものづくり課　創業支援担当  TEL 5498-6333 問い合わせ 品川区商店街連合会  TEL 5498-5931
http://shoren.shinagawa.or.jp

所在地
品川区西大井1－1－2　Jタワー西大井イーストタワー2階
募集対象、料金など

入居対象
製造業（ファブレス）、情報関連産業等で創業予定、または創業後おおむね3年以内の
企業、個人または企業グループ
詳細は、HP（ものづくり支援サイト）もしくは下記までお問い合わせください。

物件（面積）
創業支援スペース
ブース席（9㎡）

月額使用料

35,100円

入居期間

1年間（2回更新可能）

（※）入居時に保証金として月額使用料3か月分の納入が必要となります。）

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）の申込
が終了し、当選者に当選通知を発送しました。

販売は、5月11日（金）～21日（月）です。
販売期間終了後、売れ残り分がある場合は、落選者の中から第二次当選者を決
定し、第二次販売（6月1日（金）～8日（金））を行います。
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
9月30日、お店の方の品川区商店街連合会への換金期限は10月31日です。期
限切れにご注意ください。

☆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！

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！！

アトラクション・フードドライブの時間など詳細については、ホームページをご覧ください

〔催し物〕
○作品展示
　写真・生け花・押し花・書道・絵画・水墨画・篆刻・短歌・絵手紙他
○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
○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。）
○グッズ販売コーナー　品川職人組・女性起業家交流会
○品川伝統の味の販売　焼団子・和菓子他
○しながわみやげPRコーナー
○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。）

〔イベント〕
○伝統工芸の実演
　「陶芸」シマムラヒカリ、「和竿」大石稔（品川区伝統工芸保存会会員）
○親子囲碁教室　午前10時～正午まで　　講師　日本棋院　伊藤　義夫
　（親子で囲碁を楽しむ方に優しく理論・実践を伝授します。一般の方も参加できます。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）
　モザイクタイル　表札書き
○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

各伝統工芸の実演各伝統工芸の実演各伝統工芸の実演各伝統工芸の実演 品川＆早川ふるさと交流「川遊び体験」参加者募集「川遊び体験」参加者募集「川遊び体験」参加者募集「川遊び体験」参加者募集「川遊び体験」参加者募集
○6月8日（金）・9日（土）
　内容および実演者／提灯文字（下田洋靖）
○7月13日（金）・14日（土）
　内容および実演者／江戸切子（川辺勝久）
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
問い合わせ／商業・ものづくり課　管理係　TEL 5498-6335
住　　　所／西品川1-28-3

川遊びを体験したり、チョウチョやセミをつかまえたり、早川町の大自然に触れみませんか。
日　　時／7月14日（土）～16日（祝）午前7時25分区役所集合、午後5時30分解散（2泊3日、往復バス）
宿　　泊／早川町営ヘルシー美里（温泉）
対　　象／区内在住か在勤の方40人（抽選）　※小学生以下は保護者同伴
費　　用／大人1万7千円、小学生以下1万1千円（交通費、宿泊費等）
申込方法／5月25日（金）（必着）までに、ハガキかFAXに「品川・早川川遊び体験」とし、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・性別・

年齢・電話番号を京王観光㈱東京南支店（〒160-0022新宿区新宿2-3-10新宿御苑ビル2階Fax3359-2570）へ

同時開催 
「中小企業センターまつり」

◇日時　5月27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

【アクセス方法：品川区＞＞環境・まちづくり＞＞環境＞＞イベント情報＞＞「しながわＥＣＯフェスティバル2018」開催】

同時
開催
同時
開催
同時
開催
同時
開催

しながわ産業ニュース（４）2018年（平成30年）5月号

※ 古紙を配合した紙を使用しています。


