
資金制度 本人負担利率
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中小企業向け 助成事業メニューのご紹介 融 資 あっ旋中小企業向け 助成事業メニューのご紹介 融 資 あっ旋中小企業向け 助成事業メニューのご紹介 融 資 あっ旋中小企業向け 助成事業メニューのご紹介 融 資 あっ旋
平成

年度
28

平成

年度
28

詳しくは、商業・ものづくり課（TEL：03-5498-6333）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。
なお、本事業の実施については、平成28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

区内中小製造業者

区内中小製造業者
および
区内中小情報通信業者

全 業 種

（申請順）
助成金の予算が
なくなり次第
受付終了

（申請順）
助成金の予算が
なくなり次第
受付終了

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事業
都立産業技術研究センター等利用料
外国語版ホームページ作成費
インターンシップ受入費
海外市場調査費
企業ＰＲ用動画作成費
新製品・新技術（ソフトウェア）開発費
知的財産権取得費
展示会出展費

ＩＳＯ認証取得費
ＢＣＰ策定費

ワークライフバランス支援助成

東日本大震災被災者雇用助成

（成長産業分野）
（その他の分野）

（国内展示会）
（海外展示会）

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

最大375万円（対象経費の3/4）
最大500万円（対象経費の2/3）
最大250万円（対象経費の2/3）
最大100万円（取引額の5％）
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20万円（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60万円（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2/3）
最大100万円（対象経費の1/2）

10万円
短時間労働者以外45万  短時間労働者30万

4月1日～5月13日

5～6月

6月1日～（予定）

7～8月

11月

9月

3面に詳細を掲載

イフバランス支援助
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

創業100年以上の長寿事業所を表彰！創業100年以上の長寿事業所を表彰！創業100年以上の長寿事業所を表彰！創業100年以上の長寿事業所を表彰！
　創業100年以上の事業所のうち、品川区内で70年以上事業を継
続し、品川区の産業および地域コミュニティの発展に深く寄与した
22の事業所を表彰しました。
　品川区は、江戸時代より東海道第一の宿としてにぎわい、明治期に入ってからは、
京浜工業地帯発祥の地として目黒川の水運の利便性や鉄道の開業等を背景に、
ものづくり企業等が発展してきました。今回表彰対象となった事業所についても長
い歴史の中で品川の経済や雇用を支え、商店街のにぎわい等を創出してきました。
　区では、これらの事業所を区内外に広く紹介していきます。また、今回対象となっ
た事業所が持つ様々なノウハウを、後継者不足に悩む区内中小企業への事業継
承支援や区内産業の活性化に役立てていきます。

■表彰企業一覧 (あいうえお順 )
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事　業　所　名 創 業 年 産業分野

（株）オカジマ

（株）小野運送店

（株）尾張屋

（株）加藤製作所

（有）加藤畳店

御菓子司　木村家

（学）攻玉社学園

三和テッキ（株）

日本精工（株）

日本ペイントホールディングス（株）

（株）日本理化工業所

1882

1896

1890

1895

1761

1892

1863

1907

1914

1881

1914

（明治１５）年

（明治２９）年

（明治２３）年

（明治28）年

（宝暦11）年

（明治２５）年

（文久３）年

（明治40）年

（大正3）年

（明治14）年

（大正3）年

文房具・事務用機器小売

一般貨物自動車運送

呉服・和装小物小売

荷役機械・建設機械製造

畳製造

和菓子製造小売

中学校・高等学校

鉄道・電力・プラント用金具・装置製造、販売

動力伝導装置製造

塗料・表面処理剤製造、販売

電子回路基板製造

事　業　所　名 創 業 年 産業分野

（株）平野屋堀江商店

平和バルブ工業（株）

桝翁軒

畳　松岡

丸屋履物店

三菱鉛筆（株）

光村印刷（株）

（株）明電舎

八木（名）　 仙台味噌醸造所

（有）吉田家

（学）立正大学学園

1800

1899

1849

1779

1865

1887

1901

1897

1625

1856

1872

（寛政１２）年

（明治32）年

（嘉永２）年

（安永8）年

（慶応元）年

（明治20）年

（明治34）年

（明治30）年

（寛永２）年

（安政３）年

（明治５）年

各種食料品小売

ステンレスバルブ製造

和菓子製造小売

畳製造

履物小売

鉛筆・筆記具・事務用品・OA関連商品製造

印刷・同関連

電気機械製造

味そ製造

そば店

大学

　　４月より融資あっ旋制度の
利子負担率を0.1％引き下げます。
経営の改善・安定化にご活用ください。

3年間0％
4年目以降0.2％

年0.7％→0.6％

年0.7％→0.6％

年0.3%→0.2％

3年間0％もしくは0.2％
4年目以降0.2％

年0.8％→0.7％

小規模企業特別事業資金

事業運転資金

事業設備資金

環境対策資金

創業支援資金
（初めての創業）

創業支援資金
（第二創業）

※創業支援資金について詳細2面をご覧ください。

「通知カード」、「個人カード」に関することやその他マイナンバー制度に関すること
　マイナンバー総合フリーダイヤル　TEL 0120-95-0178

マイナンバー公式サイト
区内の制度推進に関すること
　情報推進課番号制度担当　TEL 5742-6619

2016年（平成28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
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区では、創業する方に、創業資金融資あっ旋、オフィススペースの提供、商工相談員に
よる創業相談、各種コンテスト（ウーマンズビジネスグランプリ、ビジネス創造コンテスト）
の開催など幅広く応援します。

特定創業支援事業

商業・ものづくり課 経営相談係
TEL 5498-6334

「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2016」
出展者募集のお知らせ

「江戸・TOKYO 技とテクノの融合展2016」
出展者募集のお知らせ

東京信用保証協会では、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10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、ぜひ本ビジネスフェ
アをご活用ください。
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：平成28年10月12日（水）  10：00～17：00
会　　　場：東京国際フォーラム（千代田区丸の内3-5-1）
テ　ー　マ：東京創造力 ～キラリと光る中小企業の力～
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：平成28年4月28日（木）  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 03（3272）2070　　FAX 03（3272）3999
ホームページ http://www.cgc-tokyo.or.jp

開
催
概
要

募
集
要
項

創業する方を応援します。創業する方を応援します。創業する方を応援します。

特定創業支援事業
融資あっ旋を前提とした創業相談を経て、経営、財
務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。
区はこの支援を受けた創業者の求めにより、証明書
を交付します。

1. 登録免許税の軽減
株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が
軽減されます。（資本金の 0.7％→0.35％）

2. 信用保証枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの信用保証協会の創業関連
保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。 

3. 信用保証枠の特例
創業 2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例に
ついて、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4. 金利の優遇
区の融資あっせん制度「創業支援資金」を利用者は、
本人負担利率が3年間0％、4年目以降0.3％でご利用
いただけます。

【特典】

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
2月4日（木）に幅広い視点から様々
な社会課題を解決する研究・開発ア
イデアを募集する品川区・品川ビジ
ネスクラブ共催 第6回ビジネス創造
コンテストが行われました。全国か
ら寄せられた応募総数131件のうち
以下の方が受賞されました。

　どのような事業を行っていますか。
　独立系SIerとして、お客様のビジネスを支える情報システ
ム・ネットワークを構築するサービスを提供しております。主に、
システムインテグレーション事業、コンサルティング事業を行っ
ており、お客様の業務把握から課題解決のためのコンサルティ
ング、システム全体の設計構築から運用保守まで幅広く対応
し、ワンストップサービスを提供しています。また、アジアンリ
ンクグループとして、ITエンジニアを育成する教育事業、若手
エンジニアのキャリア形成を支援する完全雇用型キャリア育成
事業など、IT人材の育成やIT業界全体への貢献にも取り組ん
でいます。

　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。
　当社は、国土交通省や海上保安庁などの約300の官公庁案
件を含め、伊藤忠や富士通など累計800社以上に及ぶ企業と
取引を行っております。また、最前線で手を動かせるプロジェ
クトからマネジメントのポジションまで様々なプロジェクトを手
がけており、5年連続前年比120％超の成長を続けています。
設立当初から10年間、「教育制度」「キャリアパス」「社員交流」
を大切にしてきた当社は、これからも着実に安定基盤を築き、
エンジニアが何十年も働ける環境作りを目指していきます。

（最優秀賞受賞アイデアの概要）
既存のクルマに簡単に取り付けられ、車外の交通状況を常にモニ
ターし、 事故の危険をいち早くドライバーに知らせることにより、事
故を未然に防止する 運転支援システムの開発です。

　社員が働きやすくするためには、バースデー休暇や
　レクリエーションの実施、どのような取組を行っていますか？
　特に力を入れているのが「社員交流」です。春は豪華食材でBBQ、夏はビール片
手にスポーツ観戦、秋はオシャレにナイトクルージング、冬は社員旅行。その他にも
社員総会や大忘年会、部活動（フットサル、野球他）など、様々な観点から社員の交
流機会や居場所を提供しています。そういった活動
から、今では協力的な社員も増え、自らイベントの企
画運営をする委員会まで発足し、会社全体で働きや
すい環境づくりへの意識が芽生えてきています。

～お客様もスタッフも“ファン”になる会社を目指す～
めには、バースデー休暇や
どのような取組を行っていま
「社員交流」です。春は豪華
シャレにナイトクルージング、
動（フットサル 野球他）など

株式会社アジアンリンク　田邊　克重 社長
品川区東品川2-2-4天王洲ファーストタワー 18F
TEL 03-5781-0730　 HP：http://www.asianlink.co.jp/ 

「ミライズ」研修の様子

社員交流の様子

賞 所属 氏名 アイデア名

最優秀賞 ㈱Pyrenee 三野　龍太 自分のクルマに簡単に付けられる、事故を
防止する運転支援デバイスの開発と発売

優秀賞 コグニティ㈱ 河野　理愛 会社の暗黙知・隠れた課題を見える化す
る解析レポートサービス

優秀賞 産業技術
大学院大学

中川達生
伏見靖、望月銀子
堀貴史、陳亮

生体ビッグデータ解析による集中力やス
トレスの見える化サービス

奨励賞 ㈱トップ 増井　哲夫 高含水廃棄物（生ごみ等）の低コスト
乾燥技術開発によるCO2 削減

奨励賞 国士舘大学
鬼丸　修一
高橋　明日香
芳川　千聖

あったか　ゆうげ
-Homemade Food Delivery-

光村印刷賞 渡辺　京子 子供も大人も、見て、演じてたのしい「く
るりん絵本」（大型版・小型版）

よい仕事
　おこし賞 ㈱彩洋 岸田　洋明 ●きものバンク　●和の知識・技術伝承

データベース　●きもの診断システム

第一三共賞 ㈱ Leaps Japan 片岡　真由美 家族のうつ病対応支援　アプリケーショ
ン事業

日本ペイント賞 ㈲クラゾ 蔵田　寛 多目的タウンカート

【受賞者一覧】

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。

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

・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。 問い合わせ

事業承継 企業の魅力
発信セミナー

区内中小企業むけ 新規事業　　区内中小企業むけ 新規事業区内中小企業むけ 新規事業区内中小企業むけ 新規事業

事

区区区区区区区
平成

年度
28 　

次世代の後継者へ事業の引継ぎを支援します。経
営者の皆様がスムーズな世代交代・引継が行える
よう支援を実施します。
❶専門家派遣　高い専門性をもつ専門家が個別訪問して課題
整理を行い、それぞれの企業の実態に合った承継プランを策定
します。また、事業者の方が抱える課題を解決する支援機関や
区の様々な企業支援策をご案内します。
❷セミナーの開催　経営者向けに事業承継の入門および実践
に関するセミナーを実施するとともに、事後相談会によりアフ
ターフォローを行う。

企業の「ウリ」を発信するため、
HPやSNSを使った宣伝方法、販
売力の向上、商品企画書作成等の
講習会を実施します。

問い合わせ

っせん制度

ウーマンズビジネスグランプリ2016
in 品川 決勝ファイナル

ウーマンズビジネスグランプリ2016
in 品川 決勝ファイナル

ウーマンズビジネスグランプリ2016
in 品川 決勝ファイナル

審査員長（右）
田村　真理子氏
グランプリ受賞（左）
福田　英子氏

平成28年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、全国103件のエントリーの中から書類審
査、プレゼン審査を勝ち抜いた8人が、最終プレゼン
テーションに臨みました。グランプリに輝いたのは福
田英子さん。プランは「みんなのハラルフード～品川
区から始まる食の国際化～」。ハラルフードとは、イス
ラム法上で食べることが許される食材や料理で、
2020年東京五輪・パラリンピックに向け国際化が進む
中、日本を訪れる外国人のための“食の確保”だけでな
く、シンガポールにおいて日本食を紹介することで、日
本をより身近に感じてもらうというアイデア。
　福田さんは「今回の受賞で得た新たな縁を大切に
次のステージへ進みたいと思います」と受賞の喜びを
語りました。

ワークライフバランス支援助成活用企業のご紹介ワークライフバランス支援助成活用企業のご紹介

　助成金を利用したことで、今後期待する効果は
　何ですか。
　教育制度やキャリアアップだけでなく、労働環境や
社内制度も充実させていき、エンジニアが長期的に働き続けられる環境が整備されていくことを期待しています。

　今後の展開もしくは産業ニュースの読者へ一言お願いします。
　アジアンリンクグループでは、今までにない“新しい人材紹介”の形として、
完全雇用型キャリア育成事業「ミライズ」を運営しています。こちらは優秀な
若手人材を正社員で採用し、IT専門の教育機関で知識を取得、そして、派遣・
委託で現場業務を経験してもらい、そのまま正社員としてキャリア転職しても
らうことも可能な事業となっています。「なかなか良いエンジニアを採用でき
ない」「採用しても教育する時間・お金がない」「採用してもすぐやめてしまう」
そんなお悩みの企業さんがございましたら、是非協力させて下さい！

しながわ産業ニュース（２）2016年（平成28年）3月号



品川区ものづくり

 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

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 要予約

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。   

「これからの世界経済展望」

講師：武田 淳 氏 （伊藤忠経済研究所 主任研究員）

平成28年
4月13日（水）
18～20時

平成28年
5月12日（木）
18～20時

※書類審査・面接審査により助成企業および助成額を決定します。

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ものづくり企業立地継続支援事業
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。

～アメリカ・中国・EUの動向を中心に～

「共通基盤技術で広がるロボット開発」

講師：松日楽 信人 氏 （芝浦工業大学 工学部機械機能工学科 教授）
～アイディアを具体化するラピッドプロトタイピングと連携研究～

最大375万円（対象経費の3／4）助成金額

平成28年4月1日（金）～ 5月13日（金）※必着申請期間

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
 （ただし、平成29年2月までに品川区内へ工場を移転する場合）　　　

助成対象

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

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。

「メードイン品川ＰＲ事業」
認定製品・技術募集
「メードイン品川ＰＲ事業」
認定製品・技術募集
「メードイン品川ＰＲ事業」
認定製品・技術募集
「メードイン品川ＰＲ事業」
認定製品・技術募集
～品川発の優れた製品・技術を区がＰＲします～

平成28年度の
認定製品・技術を
募集します。
 申請期間
平成28年4月15日（金）～5月31日（火）
 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。

書類審査・面接審査により、認定案件を決定します。
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。

無料
予約制

発 注 相 談発 注 相 談
外注先をお探しの企業のご希望をお伺いした上で、
区商工相談員が区内中小製造業者をご紹介いたします。

  日　時　　原則毎週月～金曜日　9時～17時

  手続き　　事前にお電話にてお問い合わせください。

  対　象　　区内中小製造業者への発注を希望する企業
  　　　　  （原則、品川区内で3年以上操業していること）

※案件によってはご紹介できない場合があります。
※各企業との取引については、当事者間の判断と責任において行ってください。

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。
お申込みは下記問合せまでご連絡ください。

日　時 平成28年9月6日（火）　13時～17時（予定）　
会　場 品川産業支援交流施設 SHIP3階　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）
対　象 中小製造業事業者
助　成 品川区内企業間の取引が新たに発生した場合、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。

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

しながわ産業ニュース 2016年（平成28年）3月号（３）



平成28年度

商店街支援の
トピックス

平成28年度

商店街支援の
トピックス

平成28年度

商店街支援の
トピックス

平成28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。

  サポ　　　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

問い合わせ

4月17日（日） 第238回日曜コンサート
ロッシーニ作曲：歌劇『セビリアの理髪師』より「おいらは町の何でも屋」

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8日（金）・9日（土）
林英知【東京桐箪笥】

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

商業・ものづくり課　管理係　TEL 5498-6335　西品川1-28-3問い合わせ・住所

商業・ものづくり課　管理係　TEL 3787-3041　西品川1-28-3問い合わせ・住所

伝統工工芸の実演

日曜コンサート

伝統工芸の実演

日曜コンサート

「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。
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。

工場・指定作業場の届出はお済みですか？
○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。
ご不明な点については環境課にご相談ください。

環境課指導調査係　TEL 5742-6751

ミラサポ

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。

マイスター店等を活
用した

「商店街調査隊」事
業

地域の核となる店舗
として認定された

マイスター店や意欲
のある店舗を活用

した商店街活性化モ
デル事業を品川区

商店街連合会と連携
し実施します。

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。

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

など適宜アドバイスを
行います。

求人企業支援事業
採用意欲が高くても

採用手法が

なく苦戦している区
内中小企業

を支援します。合同企
業説明会の

開催や区が委託す
る人材採用

サービス会社が管理
する求人情

報サイトへの求人情
報の掲載を

行います。

就業体験（インターン
シップ受入）事業

就職の機会を逸した
若者や育児等で一度

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。

活用企業の声を下記
にご紹介します

商店街装飾灯電気料
金の助成

商店街の装飾灯がま
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13,4

40円）

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
就業担当　TEL 5498-6352

主な国の補助金は下記のとおりです。
ぜひ、活用をご検討ください。

事業類型

一般型

小規模型

高度生産
向上型

補助率

2/3

補助上限額（下限額）

1,000万円（100万円）

500万円（100万円）

3,000万円（100万円）

株式会社エー・アール・シー
東大井5－11－2K－11ビル
TEL:03－3450－3881
HP：http://www.arcjp.com/

Q：貴社の事業内容を教えてください。
　ITインフラの構築からネットワーク工事、
業務アプリケーションの開発やサポートま
で、ITに関わるお客様のニーズに幅広く対応
しています。
Q：事業を利用して良かった点はありますか。
　当社は実習を通じて実習生の人柄を知り、実習生は業務内容だけでなく会社の雰囲
気を知り、入社後の「こんな筈じゃなかったのに」を双方が事前に防止できたことが利
点でした。
Q：実習生を受け入れてみて、実際いかがですか。
　就業意欲が高く、実務に即した課題にも熱心に取り組んでくれたので教え甲斐があ
り、当社にとっても良い刺激となりました。ビジネスマナー等は事前研修で指導され
ていたため職場への馴染みも早いように感じました。
Q：インターン期間（2か月）はちょうどよかったですか。ご意見をお聞かせください。
　今回は業務に必要な知識がある方だったため、比較的円滑に実習に取り組んでいた
だき、お互いの見極め期間として丁度よいと感じました。業界の知識やスキルがない
方であればもう少し長くてもよいと思います。
Q：（今回の制度にかかわらず）人材採用について感じたこと、成果など、お聞かせく
ださい。

　優秀な人材に長く活躍してもらうためには双方の納得が大切だと感じます。履歴書
や募集要項だけで判断するのではなく、面接や実習を通じてお互いの理解を深められ
る今回の就業体験事業は理想的な形式だと感じました。
Q：実習生本人から、入社しての感想や今後への意気込みなどをいただけますか。
　就業体験から採用決定まで、順調に進行して驚きました。社内も開放的な雰囲気
で、仕事への充実感に満たされています。

太田社長と実習生の三上さん

国の平成27年度
補正予算

中小企業向け
補助金

国の平成27年度
補正予算

中小企業向け
補助金

国の平成27年度
補正予算

中小企業向け
補助金

創業・第二創業支援補助金
　（参考）
新たに創業する者や第二創業を
行う者に対して、その創業等に
要する経費の一部を助成し、我
が国経済の活性化を図ることを
目的とします。

 補 助 率  ２／３（200万円上限）

 公募期間  ミラサポに随時掲載
　　　　　されますのでこちらを
　　　　　ご確認ください。

ものづくり・商業・サービス
　新展開支援補助金
革新的なサービス開発・試作品開発
生産プロセスの改善を行う中小企業・小
規模事業者の設備投資等を支援します。
 補 助 率　

 公募期間　4月13日（水）まで
※詳細は東京都中小企業団体中央会
　HPより公募要領をご確認ください。

しながわ産業ニュース（４）2016年（平成28年）3月号

※ 古紙を配合した紙を使用しています。
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