
助成金
の

ご案内

福利の
ご案内

フォーティネットパソコンスクール　TEL：3842-6453　受付時間：火～金曜日の午前10時～午後5時申し込み・問い合わせ

イ ベ ン ト 情 報イ ベ ン ト 情 報

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 
申し込み：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
5

Wordちらし
イラストレーター初級
エクセル応用
エクセル初級
Wordちらし

昼１日コース
昼２日コース
昼１．５日コース
夜３日コース
夜２日コース

9月14日（水）
9月17日（土）～18日（日）
9月27日（火）～28日（水）
10月5日（水）～7日（金）
10月11日（火）～12日（水）

時　　間
９：３０～１６：３０　

両日とも９：３０～１６：３０
1日目９：３０～１６：３０　２日目９：３０～１２：３０

各回　１８：００～２１：００
両日とも１８：００～２１：００

テキスト代
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥1,500
¥1,500

定  員
10
10
10
10
10

講習内容 コ  ー  ス 日　　程

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

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
説明会のおしらせ
中小企業退職金共済制度
説明会のおしらせ
中小企業退職金共済制度
説明会のおしらせ

上記のイベントには、品川区の「商店街にぎわい創出事業助成金」と東京都の
「新・元気を出せ！商店街事業費補助金」が事業費の一部に充てられています。

イベント内容は変更になる場合があります。

第19回

●食べ歩き・買い歩きイベント、銀
ちゃんとのコミュ

　ニケーション、スタンプラリー
、模擬店など

会場：戸越銀座通り
主催：戸越銀座商店街連合会

8月27日（土）午後2時～・8月28日
（日）午前11時～

＊詳しくは戸越銀座ネット
http://www.togoshiginza.j

p/ をご覧ください。

とごしぎんざまつり

第62回

●大井町を1日楽しんでもらえる様
々なイベントを開催。

　盆踊りは、27日（土）午後6時
から。

　 ※雨天の場合は翌日実施

会場：大井町駅前中央通り
主催：大井光学通り商店街、大井サン

ピア商店街振興組合、

　　　　大井銀座商店街振興組合

8月27日（土）・28日（日）正午～
午後9時

＊詳しくは大井町ポータルサイト

http://www.ooimachi.jp/を
ご覧ください。

大井どんたく夏まつり

第19回

8月27日（土）　午後4時～8時

●模擬店、ゲーム大会など

　※午後6時45分から大原小学
校（戸越6-17）で

　　野外アニメ映画大会

会場・主催：戸越公園駅前南口
商店会

子どもと家族の夕涼み広場

8月29日（月）午後6時30分開場　7時開演
　えばら寄席

8月30日（火）・31日（水）午後4時～9時　盆
踊り大会、模擬店など

※ジャンボのり巻き大会は、30日
（火）午後4時から

会場：荏原町商店街シャイニン
グロード他

主催：荏原町商店街振興組合

夏休みふれあいこどもまつり

9月10日（土）午後7時～9時　※雨天
の場合は翌日実施

●踊っていただいた方に参加賞
を差し上げます。

　（こどもはお菓子、大人は商品
券）

会場・主催：昭和通り商店会

昭和通り商店会  盆おどり大会

第26回

9月24日（土）・25日（日）

●路上パフォーマンス、物産市、
模擬店など

会場：東海道（旧道）八ツ山口から
品川橋

会場：東海道（旧道）八ツ山口から
青物横丁の間

24日（土）午後4時30分～7時30分 おいら
ん道中

25日（日）正午～ 江戸風俗行列を中心に交通安全大パレー
ド

主催：北品川本通り商店会、北品川
商店街協同組合、

　　　京急新馬場商店街振興組合、青物
横丁商店街振興組合

しながわ宿場まつり

第15回
9月17日（土）

●青森のねぶたが商店街を通り
ます。

　時間：正午～午後4時　飲食店
フェア

　　　　午後5時～8時　大小様々の
ねぶたが商店街を運行します。

会場：中延商店街、昭和通り商
店会

主催：中延商店街振興組合

中延ねぶた祭り

第21回

9月4日（日）　午前10時～

●旬のさんま（岩手県宮古市産）・すだ
ち（徳島県神山町産）

　等の無料配付、落語会、ワゴンセー
ル、など（予定）

会場：誕生八幡神社前、目黒駅周
辺及び目黒通り

主催：目黒駅前商店街振興組合

目黒のさんま祭りイ ベ ン ト 情 報

品川区制70周年記念

日　時　10月29日（土）、10月30日（日）
　　　　午前11時～午後5時
　　　　（日曜日は午後4時まで）※小雨決行
会　場　JR大井町駅前 中央通り ほか
内　容　品川区内の様々な観光団体・企業による展
　　　　示やアトラクションの他、イルミネーション
　　　　点灯式（29日を予定）もあり、お楽しみが
　　　　いっぱい！
　　　　皆様のご来場をお待ちしています！！
　　　　ステージイベントの時間など詳細について
　　　　は、下記ホームページをご覧ください。
主　催　品川区・一般社団法人 しながわ観光協会
問い合わせ　同協会　TEL 5743-7642
  HP　   http://www.sinakan.jp/

子育て応援とうきょう
パスポート事業協賛店の募集
子育て応援とうきょう

パスポート事業協賛店の募集
子育て応援とうきょう

パスポート事業協賛店の募集
　東京都は、企業や店舗等が、善意により、中学生
以下の子供のいる家庭・妊婦の方に対して、調乳
用のお湯の提供や商品の割引などの様々なサービ
スを提供する仕組み「子育て応援とうきょうパス
ポート事業」を28年10月から実施する予定です。
　事業開始に先立ち、6月1日から協賛頂ける企業
や店舗等の募集を開始しています。子育て世帯・
妊婦の方を応援したいとお考えの皆様、是非、御
登録をお願いいたします。
（注）登録方法等、事業の詳しい内容については、子育て応援とうきょ

うパスポート運営サイト、都ホームページを御参照ください。

問い合わせ

問い合わせ

東京都福祉保健局少子社会対策部計画課
子育て応援事業担当　　TEL 5320‐4115

　中退共制度とは、中小企業のための
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。
　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　9月2日（金） 午後2時～4時30分
◆会　場　独)勤労者退職金共済機構 9階会議室
　　　　　東京都豊島区東池袋1-24-1（池袋駅東口から徒歩5分）
◆定　員　50人（先着順）
◆申　込　下記より「参加申込書」をダウンロードし、
　　　　　FAXでお申し込みください。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html

中小企業退職金共済事業本部
事業推進部　加入促進課
TEL  6907-1234

共済金給付事業・福利厚生事業

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

1. 入 会 金　1名 100円
2. 会費（月額）1名 400円

・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、詳しいことは、下記へお問合せ下さい。

対象

費用

いつ起こるかわからない!!
水害・地震・竜巻・火災などに備えて

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

中小企業
BCP作成支援事業

事業所内育児支援事業事業所内育児支援事業事業所内育児支援事業事業所内育児支援事業

BCP（事業継続計画）を策定する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や、耐震診断料を助成します。
対　象：区内中小事業者
助成額：対象経費の2／3（限度額：100万円）
　　　　　※BCPとは＜Business Continuity Plan＞の略称です。

働く従業員の仕事と子育ての両立を応援します!!
事業所内に育児スペースを設けるために必要な工事費や賃
料、事業所でベビーシッターを雇った場合の利用料について
助成します。
対象経費：①育児スペースの工事費、賃料
　　　　  ②ベビーシッター利用料
　　　　　 （シッター1人あたりの時間単価の上限は2，800円）
対　　象：区内中小事業者
助 成 額：経費の2分の1を助成（限度額：100万円）

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
品川区環境課環境管理係　TEL 5742-6949

問い合わせ 商業・ものづくり課 商店街支援係　TEL 5498-6332

住居と店舗の分離
改修費助成事業
住居と店舗の分離
改修費助成事業
住居と店舗の分離
改修費助成事業
住居と店舗の分離
改修費助成事業

商店街
振興事業の
ご案内

店舗兼住居建物において、トイレや出入り口等が1カ所しかな
いために、店舗として貸し出せない場合、住居部分と店舗部分
を分離するための工事経費等の一部を助成します。対象事業
は商店街からの申請に基づき、審査の上決定します。
助成対象経費：トイレ、出入口、壁面等の増設・改修等の経費
助　成　率：助成対象経費の3分の2以内
助成限度額：100万円

①事業所用LED照明設置
中小企業等向けに10万円以上の設置費用の1割（50万円ま
で）を助成します。区内施工業者による工事が条件で、設置後
に申請が必要です。（先着順5件）

②低公害車買換え支援事業（利子補給・信用保証料補助）
低公害車への買換え助成をおこなっています。対象者は区内
中小企業者・個人事業者で「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：信用保証料と都信用保証料補給金確定額との差額
★各事業の詳細は区ホームページをご覧下さい。

■環境経営支援事業のご紹介

「しながわ観光フェア」「しながわ観光フェア」「しながわ観光フェア」「しながわ観光フェア」

しながわ産業ニュース（２）2016年（平成28年）8月号


