
お知らせ

　品川区では、東京2020大会で
ホッケーとビーチバレーボールが
開催されます。
　またパラリンピック正式競技で
あるブラインドサッカーを応援し
ています。
　そこで、3競技を応援するキャラ
クターが誕生しました。

　東日本大震災時、首都圏では多くの帰宅困難者が発生し混乱が生
じました。「災害時は一斉帰宅をしない」ことが大切です。また、従業員
の方が施設内に留まれるように「備蓄の確保」に取り組んでいただき
ますようお願いいたします。
　なお、品川区では事業所・商店街・教育機関などを構成員とした以
下の協議会を設立し、日頃より帰宅困難者対策に取り組んでいます。
　　● 国道15号線徒歩帰宅者支援対策協議会
　　● 目黒駅周辺帰宅困難者対策協議会
　　● 大井町駅周辺帰宅困難者対策協議会
　　● 大崎駅周辺地域都市再生緊急整備協議会

商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL　5498－6334申し込み・問い合わせ

講座の
ご案内

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

品川区オリンピック・パラリンピック準備課　TEL　5742－9109問い合わせ

　今までも「しながわみやげ」の応援キャラクターとして活躍してきた“シナモロール”が
しながわ観光大使に就任。これから、しながわ観光のメインキャラクターとして品川の魅
力を一緒に発信していきます。

品川区文化観光課　観光推進係　TEL　5742－6913問い合わせ

品川区防災課　地域連携係　TEL　5742－6941問い合わせ

　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。室温が28度になるよう冷房温度を調節し、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。
　なお、7月23日（大暑）～8月23日（処暑）までの期間をスーパーサ
マールックキャンペーンとして、区職員がポロシャツなどを無理のな
い範囲で着用し、更なる軽装にて執務を行います。ご理解、ご協力を
お願いいたします。

品川区環境課　環境推進係　TEL　5742－6755問い合わせ

助成金の
ご 案 内
（全業種向け）

■募集企業
■募集期間
■助 成 額
■対象経費

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）
4月3日（月）から平成30年2月28日（水）まで（先着順）
最大20万円（対象経費の2/3）
平成29年度中に、海外市場調査のためJETROへお支払いの費用
※一部助成対象外の経費があります。  ※旅行会社に支払う渡航費用も平成29年度から対象経費となりました。

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

中小企業BCP作成支援事業

※申請内容を審査し、予算枠の範囲内で助成します。

海外市場調査経費助成
～利用しやすくなりました～

　JETRO（日本貿易振興機構）を活用した海外市場調査に要する費用の一部
を助成します。

※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。

働く従業員の仕事と子育ての両立を応援します
ワークライフバランス
支援事業をご利用
ください

◎ワークライフバランス費用助成金
◎事業所内育児スペース整備費助成
◎ベビーシッター経費助成
◎配偶者出産休暇制度奨励金

補助率2/3
補助率1/2
補助率1/2
（1回限り）

最大100万円
最大100万円
最大100万円

10万円

ビジネス支援講座のご案内ビジネス支援講座のご案内

■ 災害時の一斉帰宅抑制にご協力ください

■ サマールックキャンペーン

しながわ観光大使にシナモロールが就任しました!!しながわ観光大使にシナモロールが就任しました!!

※平成29年度から対象業種が拡大になりました。

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：電話で氏名、企業名（屋号）、電話番号、住所を下記へ（先着順）

▶2月13日にしながわ
　観光大使任命式を行
　いました。

ワークライフバランス支援助成利用者のご紹介

～生き生きと働ける環境づくりのために～
ワークライフバランス支援助成利用者のご紹介

～生き生きと働ける環境づくりのために～
助成金事業

株式会社アグリゲート
左今 克憲 社長
【住所】品川区西五反田1－23－7
【TEL】6417－4948　【HP】http://agrigate.co.jp/

 6月7日（水）
 「これからの医工連携～臨床・製販・ものづくり～」
 　講師：柏野 聡彦 氏
                　   （一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ 専務理事）

 5月24日（水）　
 「トランプ新政権で日本経済はどうなる？

～世界情勢と市場動向から読み解く～」
 　講師：武田 淳 氏（伊藤忠経済研究所 主席研究員）

《午後6～8時》

助成対象者：
助  成  率：
助成限度額：

区内中小事業者
対象経費の2/3
100万円

中小企業パソコン教室
品川区

品川区は、3競技を応援しています。品川区は、3競技を応援しています。

要予約

大井ふ頭
中央海浜公園
（八潮4－1）
ホッケー

潮風公園
（東八潮1）
ビーチ

バレーボール

品川区
応援競技
ブラインド
サッカー

品川区地図

Qどのような事業を行っていますか。
　「未来に、“おいしい”をつなぐ。」を会社の存在意義とし、不本意な食生活をおくるすべての人に豊
かな食生活をお届けすることをミッションに、食農業界における様々なサービスを生み出しています。
　ユニクロさんや無印良品さんのビジネスモデルであるSPAにならい、 SPF（speciality store 
retailer of private label Food）をモデルとして事業展開を行っています。これは、生産から流通、
販売までを一気通貫して自社で行うというもので、現在は5つの事業（販売事業、生産流通事業、教
育事業、地域活性事業、IT事業）があります。
　基幹事業として、「旬八青果店」という八百屋を東京都内で9店舗運営しています。

Q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。
　カテゴリとしては食農業界に分類していますが、決して専門的な人たちの集まりではなく、様々な
業種から転職してきた人材が集まっています。例えば、ウエディングプランナーや自転車メーカー、
マーケティングリサーチの会社など。異なる得意分野を持つ人たちが集まる会社なので、どんどん新
しい発想が生まれ、サービスを生み出しています。働き方については、それぞれの希望や能力に合わ
せて、シフト勤務や成果報酬型としており、長く働ける職場環境作りを意識しています。

Qワークライフバランス（事業所内育児施設整備助成金）を利用したきっかけを教えてください。
　弊社は、アルバイト・社員合わせても女性が大多数を占めます。8割以上は女性という比率です。
そんな中、能力のある女性（かつ働きたい女性）が、出産を機に仕事を辞めてしまうことは優秀な人
材の流出と考えており、社内に託児所を設けることにいたしました。もちろん、男性スタッフが利用
することも可能です。

Q事業所内で育児スペースを設置したことで、良かった点、悪かった点、気づいた点はありますか。
　育児スペースを設けたことにより、以前出産を機に退職した者が復帰しています。託児所が稼働
し始めてまだ1か月半ほどですが、すでに3名（社員1名、アルバイト2名）が復帰し活躍していま
す。また、ちょうど出産を控え産休に入る者も、託児所があることで、出産後にまた復帰したいと話
をしておりました。

　託児所の設置を通して、自分たちにとって働きやすい環境を自分たちでつくることができるとい
う気づきになり、よい活動例になったと感じています。

Q区の制度を利用してどうでしたか。
　要綱を拝見した時はハードルが高いような（難しいような）印象をもちましたが、実際に窓口で提
出書類などのチェックも丁寧で、その後のメールフォローもスムーズな対応をしていただきました。
おかげで早急な託児所設置が実現できました。

Q今後の展開について教えてください。
　今は旬八青果店の小売事業をメイン事業としていますが、
3月1日にオープンした新業態の「旬八キッチン」もこれから
店舗数を増やしていく予定です。事業の拡大はもちろん、事業
部の分社化も考えており、オフィスの使い方や集まる人も変化
していくと思います。そんな中、働いている人たちが生き生き
と働ける環境を常に築けるよう、自分たちで課題を見つけ解
決しながら、より良い職場を作っていきたいと思います。

　経営者や従業員の皆様の仕事と育児の両立を支援するため、企業内
に育児スペースを設けた場合、工事代金や賃料を助成します。

商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL　5498－6334問い合わせ

助成対象者：区内中小事業者
助　成　率：1/2
助　成　額：総交付限度額100万円

※申請内容を審査し、予算枠の
　範囲内で助成します。

働きやすい
環境の

整備づくりを
応援します。

事業所内育児スペース整備費助成

商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL　5498－6334申し込み・問い合わせ

No.
1
2
3
4
5

6

講習内容
エクセル初級
イラストレーター初級
エクセル応用
ワード　ちらし作成
イラストレーター初級

エクセル初級

コース
夜3日コース
昼2日コース
夜3日コース
昼1日コース
夜4日コース

昼1.5日コース

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

¥1,500

定員
10
10
10
10
10

10

日  程
5月31日（水）～6月2日（金）
6月8日（木）～9日（金）
6月20日（火）～22日（木）
7月6日（木）
7月18日（火）～21日（金）

8月2日（水）～3日（木）

時  間
各回　午後6時～9時
両日とも午前9時30分～午後4時30分
各回　午後6時～9時
午前9時30分～午後4時30分
各回　午後6時～9時
1日目：午前9時30分～午後4時30分
2日目：午前9時30分～午後12時30分

シナカモン ビーチュウ やたたま

企業の魅力発信セミナー企業の魅力発信セミナー

有限会社 フォーティ　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・詳細

時 間
対 象
場 所
定 員
費 用

各回 午前10時～正午まで（全6回）
区内中小企業の経営者・従業員・在勤者
中小企業センター4F パソコン講習室
20名（先着順）
無料（予約制）

◆

◆

◆

◆

◆

HP編「HP成功事例企業紹介」
「HP基礎」
「HP実践」

6月17日（土）
6月24日（土）
7月　8日（土）

日 程◆

　自社の「ウリ」を情報発信するため、HP作成や
SNSなどを使った宣伝方法、販売力の強化、商品
企画作成などの講習会を実施します。また、自社の
魅力発信を成功させている企業のセミナーも開催
します。

申し込み・問い合わせ 有限会社 フォーティ　TEL　3842－6453　受付時間：火～金曜日の午前10時～午後5時

SNS編「SNS成功事例企業紹介」
「SNS基礎」
「SNS実践」

7月15日（土）
7月22日（土）
7月29日（土）
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