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※特定創業支援等事業の認定を受けた創業者は上記創業支援資金をご利用いただいた際に利率が3年間無利子、4年目以降0.2
％となります。※情報通信事業分野での創業に関して、上記創業支援資金をご利用いただいた際に利率が3年間無利子、4年目以
降0.2％となります。

各事業の詳細は区ホームページ及び品川区中小企業支援サイト
（https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/）をご覧ください。

・お申込み時点で、引き続き同一事業を1年以上営んでいる方が対象です。
　※創業後１年未満の方は創業支援資金をご覧ください。
・令和２年度「経営変化対策資金2020」をご利用いただいた方も、別枠でお申し込みが可能です。
・資金使途として、運転資金のほか、設備資金も対象となります。
　※原則、運送業以外の方の車両購入には利用できません。

「これから新たに事業を始めるので資金が必用」という方には・・・

(※）4号認定とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定に基づき、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等
が減少している中小企業者を支援するための措置です。また、5号認定とは同第5号の規定に基づき、業績の悪化している指定業
種に属し、売上が減少している中小企業者を認定する制度です。　

「運転資金・設備資金が必用」という中小企業の方には・・・

 新型コロナウイルス感染症が社会情勢に与える影響を鑑み、
令和3年度も緊急資金を実施します。

武蔵小山創業支援センターがリニューアルオープンしました！

施設
概要

各種セミナーやイベントを開催しています。
詳細は武蔵小山創業支援センターHP（https://musashikoyama-sc.jp/）をご覧ください。

品川区内で事業を継続・発展していただくことを目的とした、期間
限定の貸し店舗スペース。
商業・サービス業での創業希望者、創業3年未満の事業者の方が
出店できます。

起業にむけて販促物や試作品の作成に活用いただけるスペース。
デザインに適したデスクトップパソコンやA2サイズが出力できる
プリンタなどを取り揃えています。

利用者同士の交流を図ることができる交流スペースです。
ミーティングやセミナー、ワークショップなどで貸切利用もできます。

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・７月・９月発行
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武蔵小山創業支援センターは、2010年8月、主に商業・サービス業の分野で創業予定の方や創業
間もない起業家を支援するためオープンいたしました。
オープンから10年、新たなスペースの開設や一部施設をリニューアルし、起業支援経験豊かなマ
ネージャー陣とスタッフが、伴走者のようにサポートする支援をモットーに、起業家や起業を目指す
方を広く支援し続けていきます。
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『シルバー派遣』で依頼しませんか！

後送
後送

区内中小企業の優れた自社技術・製品・サービスをＰＲし、品川区役所等への試供・導入やマッチングなど、伴走支援します！
ＰＲによる認知度向上、区への導入実績による更なる市場開拓を後押しします。

２月２８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、エントリー数89件の中から書類審査、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。グランプリに中山舞さんの「いろどり往診動物病院 ペットにも『自宅
で診療』という選択肢を」が選出されました。
　その他詳細につきましては、武蔵小山創業支援センター HP(http://www.musashikoyama
-sc.jp/）をご覧ください。

2月5日(金)に第11回ビジネス創造コンテスト最終プレゼンテーション審査がオンライン開催され
、一般枠では全国から寄せられた応募総数422件の中から勝ち抜いた11組のファイナリストによ
る熱いプレゼンテーションが繰り広げられました。最優秀賞には、（株）ミートエポック跡部美樹雄さんの

「熟成技術を用いたエイジングシートによる安全な食の提供とフードロスの削減」が輝きました。
また、区民枠として小学生以下の部（応募総数66件）の最優秀賞は大森南菜子さんの

「ガイドヘッドホン」、中学生・高校生の部（応募総数104件）の最優秀賞は勝部友麻さん・小林亜結
子さんの「Asobo」が選出されました。その他詳細につきましては（一財）品川ビジネスクラブのHP

（https://www.shinagawa-businessclub.jp/をご覧ください。

募集 審査
※支援対象製品は、応募者のうち区の審査によって決定します。
※支援対象製品について、契約を約束できるものではありません。
※上記はあくまで概要です。ご申請の際は、必ず事前に募集要項をご覧ください。
　https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/shinagawabrand/792.html
※なお、本事業の実施については、令和３年度予算成立を前提とすることから、成立した予算内容に
　応じて事業内容に変更が生じることがあります。

高齢者の人材活用であなたの企業を応援します。
品川区シルバー人材センターでは、『シルバー派遣』業務を行っています。

人件費削減！短時間・短期OK！労務管理の軽減！
事務補助、調理補助、検品作業、保育補助など、多彩な職業経験と能力をもつ高齢者
が、貴社の業務をお手伝いします。人員不足等でお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問
合せください。保育補助・事務補助業務にて現在活躍中！

【お受けできる業務】
パソコン入力、事務補助、社内メール便、調理補助、検品作業、保育補助等
※上記以外での内容の仕事もご相談下さい。詳しくはホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

「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

高年齢者（おおむね55歳以上）の求人を常時受け付けております。
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しています。

　尚、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。

区内外の事業所の方から内職を募集しております。家庭でできる簡単な手仕事や組立作業などがありましたら、ぜひご連絡ください。
※急な内職者の紹介要請にはお答えできません。
※作業内容が内職に適しているか、事業所登録の方法など詳細はお電話でお問い合わせください。

　　　　　商業・ものづくり課産業活性化担当　電話５４９８－６３５２　FAX５４９８－６３３８

その仕事！

事業の流れ

（公社）品川区シルバー人材センター　本部
住所：品川区北品川３‐１１‐１６　電話：３４５０－０７１１

URL：https://shinagawa-sjc.com/

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　
利用時間　月～金曜日（土、日、祝日を除く　
　　　　　午前９時～午後５時

問い合わせ

内職を出してみませんか内職を出してみませんか

品川区
高齢者 子供 区役所 地域活動 商店街

区役所向けに
カスタマイズしたい。

改良したい。

区役所に導入したい！
（マッチング）
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お知らせ

月４００円会費でお得がいっぱい

国の融資制度
「マル経融資」のご案内

【邂逅】出逢いこそ我が人生
～志高く集いし仲間と未来へ挑む～ 事業化チャレンジ道場

自社製品開発を
スタートしたい企業様を
全力サポート！

自社製品開発を
スタートしたい企業様を
全力サポート！

中小企業の退職金
国の制度がサポートします

東京信用保証協会の
「専門家派遣」品川区勤労者共済会への加入のお勧め

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。
　

中退共制度とは、中小企業のために国が設けた外部積立型の退職金
制度で、企業の規模が業種ごとに定められている中小企業の範囲内で
あれば加入することができます。

東京信用保証協会では、着実な経営改善を外部の専門家とともに
サポートします。お客さまの費用負担はございませんので、経営課
題の解決にご活用ください。
※ご利用には、当協会のご利用があるなど一定の条件がございます。

マル経融資は、商工会議所の推薦にもとづき、無担保・無保証人（
保証協会の保証も不要）で融資を受けることができる日本政策金
融公庫の融資制度です。

高校在学中に出会った漫画「バリバリ伝説」に影響を受け、20歳か
ら14年間バイクレーサーとして活躍。レースを続けながら、様々な
ことに挑戦し、また多くの挫折も経験したことから、“本気”でやるこ
との大切さを学ぶ。その後、「若い人たちを元気にしたい！」との強
い想いから2010年12月、大学教育支援や組織開発支援等を行う
株式会社HONKIを創業。現在では、海外進出する企業を支援する
為にドバイにも拠点を置き、ワールドワイドに活躍されています。今
回のコロナ禍でも、そのドバイでの異変に気付き、いち早く対応。
与えられた環境の中でベストを尽くすための原動力となる「強い想
い」と飽くなき挑戦を経営者や次世代を担うリーダーに熱く語って
いただきます！

中退共制度の特色
・掛金は税法上、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します　※一部対象外
・外部積立型で管理が簡単です
・パートタイマーや家族従業員の方も加入できます
・他の退職金・企業年金制度等との通算も可能です

専門家とともにイメージを具体化
コーディネイトサポート（1 ～ 2回）

当協会にお申し込み後は、以下の流れとなります。
※カッコ内の回数は専門家の派遣回数の目安です。

経営改善のポイントがどこにあるのか、専門家との対話を通じてイメー
ジを具体化し、お客さまに合った支援内容をコーディネイトします。

専門家によるアフターフォロー
フォローアップサポート（1 ～ 2回）

各種サポートを利用された後も、希望されるお客さまには専門家による
アフターフォローを提供します。

課題を絞り込み解決を支援
ピンポイントサポート（3回）

新規顧客獲得など、課題を
絞り込み解決を支援します。

経営改善などの中長期計画策定
を支援します。

長期計画の策定を支援
トータルサポート（5回）ま

た
は

ま
た
は

東京信用保証協会　経営支援部　
企業サポート推進チーム　電話：０３－３２７２－２３５７
※当協会ホームページでは、専門家派遣の
ご案内のほか、新型コロナウイルス感染症
に関する支援情報等を提供していますので
併せてご参照ください。
東京信用保証協会ホームページ
https://www.cgc-tokyo.or.jp

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた拡充措置

◆特別利子補給制度により、一定の要件を満たした方は当初３年間実質無利子となりま
す。 詳細はお問い合わせください。
◆本特例措置は品川区の利子補給の対象とはなりません。
■審査の結果、ご希望に沿えないことがございます。予めご了承ください。
■本制度は会員・非会員問わずご利用いただけます。
専門家への無料相談（法律・金融）を開催中。お気軽にお問い合わせください。

東京商工会議所品川支部（区立中小企業ｾﾝﾀ ４ー階）　
電話：03-5498-6211

以下はご希望に応じてご提供いたします。

講師：石川 朋之氏 (株)HONKI 代表取締役

お問合せ先
（一社）東京中小企業家同友会事務局 品川支部担当：アイダ

電話：03-3261-7201　e-mail：aida@tokyo.doyu.jp

お問合せ先
（公財）東京都中小企業振興公社城南支社　経営支援係
電話3733-6284　URL（https://challenge-dojyo.com/）

「事業化チャレンジ道場」で検索

ものづくり企業地域共生推進事業

『ＡＩ・業務自動化展』
品川パビリオン出展企業募集

事業承継設備投資助成申請募集自動化・ロボット化導入推進事業

区内ものづくり企業の持続的な継続のため、東京都と品川区が連携し地域との共
生を目的とした工場の改修や住民受入環境の整備に係る費用を一部助成します。

※詳しくは品川区中小企業支援サイト（https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/）をご覧になるか、下記までお問い合わせください。
※なお、本事業の実施については、令和３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。

最大３７５万円
（対象経費の３／４）

5月6日（木）
～ 5月31日（月）※必着

区内に工場を持つ中小製造業者

過去に品川区で１年以上操業しており、現在も都
内で操業し、令和4年3月15日までに品川区に工
場移転を完了する者

操業環境改善（防振・防音・防臭等）につながる事
業（工場改修、移転、設備更新・導入）

近隣住民向けとした工場敷地内のオープンスペー
スの整備や工場内緑
道整備・外壁美化等による工場環境設備

区内で１年以上継続して事業を営む中小事業者で、事業承継を３年以内に
行う見込を有する方。もしくは事業承継してから３年を経過していない方

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。

品川区立中小企業センター　２階大講習室または、
ZOOMによるオンライン並行開催（オンライン希
望者はお問い合わせ先に申し込み後ID伝えます）

問い合わせ

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
TEL3787-3044FAX3787-0520

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

詳細はホームページをご覧ください。https://www.sinakyosai.jp/
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：03(6907)1234
中退共ホームページ→http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
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※ 古紙を配合した紙を使用しています。

戸籍住民課住民異動係　TEL5742-6660　FAX5709-7625
詳細については、区ホームページをご覧ください。

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。
※新型コロナウイルス感染症に係る国・都・区の支援事業の活用相談、給付金等の申請
サポートなども行っています。
※令和３年３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１２０名がビジネス・カタリストとして登録されています。

マイナンバー（個人番号）カードを利用して、品川区の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を行ってい
ます。マイナンバーカードの交付を受けた翌日から利用できます。
　令和3年１月１２日より品川区に本籍のある方は戸籍の証明書・戸籍の附票の写しの
取得ができるようになりました。なお、お住まいが品川区でない方は、事前にコンビニ
等のマルチコピー機で利用登録申請を行い、登録を完了する必要があります。

○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。

問い合わせ 環境課指導調査係　TEL：5742-6751　FAX：5742-6853

問い合わせ

消費者トラブル対策本、2021年版「くらしの豆知識」を差し上げます。特集は「18歳
からの消費生活」。これから自立して生活していく若者の皆さんにぴったりの内容です。
数に限りがありますので、事前に電話連絡の上、お早めに品川区消費者センターへ。

品川区消費者センター　
住所：西品川1-28-3中小企業センター 4階　TEL：6421-6136

公益財団法人品川区国際友好協会では、
経験豊富な講師のもと、
外国人のための日本語教室を
レベル別に実施しています。

クラス

パートI

日程

初めて日本語を習う方
（午前の部・午後の部・夜間の部）

パートⅡ
日本語を勉強したことがあり、
ひらがな・カタカナが書ける方

（午後の部・夜間の部）

パートⅢ 基本的な日常会話のできる方
（午後の部・夜間の部）

4月20日～ 7月1日の火・木曜日（全20回） 
※4月29日、5月4日を除く。

午前の部＝午前10時～正午　午後の部＝午後1時30分～ 3時30分　夜間の部＝午後6時30分～ 8時30分

4月19日～ 6月30日の月・水曜日（全20回）
※5月3日、5月5日を除く。

事業主のみなさまへ　
コロナ禍ですので、受講する外国人が、社内に同一クラスで5名程度集まる場合には、

事前に国際友好協会にご相談ください。

協会ホームページの応募フォームかはがき、
FAXで、教室名（クラスと部も）、住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・昼間連絡がとれる電話

番号、国籍、在学の方は学校名、在勤の方は勤務先の名称を
品川区国際友好協会

（〒140-0005 広町2-1-36第三庁舎4階　☎5742-6517　Fax：5742-6518　
ホームページ：http://www.sifa.or.jp/）へ

※申し込みは１人１通

申込　問い合わせ先


