
商業・ものづくり課　中小企業支援係　TEL　5498－6334問い合わせ

事業承継センター株式会社　TEL　5408－5506　FAX　5408－5507
　　　　　　　　　　　　　E-mail　info＠jigyousyoukei．co．jp

申し込み

セミナーのご案内

助成金のご案内

品川区　事業承継支援事業

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

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

※募集については、予算がなくなり次第、終了となります。

●事業所内育児支援事業
　経営者や従業員の皆さま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。
　また、企業内でベビーシッティングを利用した場合のシッティング
料金についても助成します。

　『人生が変わる自律神経バランス術～心と体の健康のために～』
自律神経研究の第一人者としてご活躍されている小林弘幸氏が、活き活き
働き続ける為の秘訣を語ります。 　後継者不足等のお悩みはありませんか？財産相続や

後継者選び等々、事業承継を円滑に進めるための
ポイントをお伝えいたします。

①事業承継セミナー

●配偶者出産休暇制度奨励金
　従業員の配偶者が出産する際に取得できる特別
休暇を平成26年5月1日以降に設けている事業者
に対し、従業員が休暇を取得した場合、奨励金を交
付します。

●中小企業BCP作成支援事業
　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。
※BCPとは＜Business Continuity Plan＞の略称
　です。

小規模事業主向け講演会小規模事業主向け講演会

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

商 店 街

第63回　大井どんたく夏まつり

会場 大井町駅前中央通り
日時 8月19日（土）・20日（日） 正午～午後8時

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

●盆踊りは、19日（土）午後6時30分から。
　（※盆踊りのみ雨天翌日実施です）
　大井町を1日楽しんでもらえる様々なイベントを開催。
※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。

子どもと家族の夕涼み広場

会場・主催 戸越公園駅前南口商店会
日時 8月26日（土） 午後4時～ 8時

●模擬店、ゲーム大会など
※午後6時45分から戸越南公園（戸越6－8）で野外アニメ
　映画大会

第20回　とごしぎんざまつり

日時 8月27日（日） 午前11時～

●食べ歩き・買い歩きイベント・ストリートイベント、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
※詳しくは戸越銀座ネット
　http：//www．togoshiginza．jpをご覧ください。

戸越銀座通り会場 戸越銀座商店街連合会主催

立会川 坂本龍馬像前会場 立会川駅前通り繁栄会主催

第14回　秋のやきやき＆花笠踊り

日時 9月2日（土） 昼頃～

●縁日や花笠踊りを開催します。
　出演者：大塚 文雄 氏、新志会 他
※踊り手さん募集致します。
　午後5時30分受付　6時スタート

第22回　目黒のさんま祭り

日時 9月10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

昭和通り商店会  盆おどり大会

日時 9月9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

会場 中延商店街、昭和通り商店会等
主催 中延商店街振興組合

第6回　中延よさこい祭り

日時 9月16日（土） 午後5時～7時45分

●軽快かつ荘厳なよさこい演舞。道幅いっぱいに、熱い
　踊りが繰り広げられます。 ※イベント内容は変更になる場合があります。

※上記のイベント（一部を除く）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。

第27回　しながわ宿場まつり

日時 9月23日（土）・24日（日）
●路上パフォーマンス、模擬店、物産市など

23日（土）

会場 東海道（旧道）八ツ山口から品川橋
時間 午前10時～午後8時

●花魁（おいらん）道中（午後4時30分～）

24日（日）

会場 東海道（旧道）八ツ山口から青物横丁の間
時間 午前11時～午後7時

●江戸風俗行列を中心に交通安全大パレード（正午～）

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

順天堂大学医学部総合診療科研究室・病院
管理学研究室教授　小林 弘幸 氏

講師

9月29日（金）
午後1時30分開場／午後2時～3時30分

日時

中小企業センター2階  大講習室会場

40人（先着順）  記念品進呈定員

区内中小企業事業主、従業員対象

品川青色申告会・荏原青色申告会・品川区主催

30人（先着順）定員

区内中小企業事業主、従業員対象

電話かFAX、Eメールで下記の事業承継センター株式会社までお申し込みください。
※事業承継センター株式会社は品川区の受託事業者です。 

申し込み

助成対象経費の1/2（総交付限度額100万円）助 成 額
区内中小事業者対 象 区内中小事業者対 象

平成30年2月28日（水）まで募集期間 平成30年2月28日（水）まで募集期間 平成30年2月28日（水）まで募集期間
10万円（1回を限度とする）奨 励 額 対象経費の2/3（限度額：100万円）助 成 額

区内中小事業者対 象

【講師紹介】
各種研究の中で自律神経系バランスの重要性を痛感し、数多くのトップ
アスリートや文化人のコンディショニング、パフォーマンス向上指導に
関わる。
著書に【なぜ「これ」は健康にいいのか？】、【セル・エクササイズ】等。
出演 TV 番組に【たけしの健康エンターテインメント！みんなの家庭の
医学】、【世界一受けたい授業】等。

②後継者塾

20人（先着順）定員

区内中小企業の後継者および
後継者候補の方

対象

品川産業交流支援施設SHIP
（北品川5－5－15）

会場

午後6時～9時日時

イベント情報

※別紙【特集号】にも記事がございます。

働く従業員の
仕事と子育ての両立を応援します

配偶者が出産する際の
従業員の休暇利用に対し、
奨励金を交付します

配偶者が出産する際の
従業員の休暇利用に対し、
奨励金を交付します

10月

10月

11月

11月

10日（火）

24日（火）

7日（火）

21日（火）

12月

12月

  1月

  1月

5日（火）

19日（火）

9日（火）

23日（火）

9月12日（火）
午後3時～5時

さわやか信用金庫目黒支店
（目黒区下目黒1－1－11）

日 時 会 場

9月20日（水）
午後5時～
　　6時30分

第一勧業信用組合大森駅前支店
（品川区南大井6－27－25）

小林 弘幸 氏

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。 2017年（平成29年） （ 1）月号8
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空き店舗活用支援事業
利用者のご紹介

空き店舗活用支援事業
利用者のご紹介

助成金事業

品川区環境課 環境管理係　TEL　5742－6949　〒140－8715 品川区広町2－1－36申し込み・問い合わせ
品川区清掃事務所 許可指導係
TEL　3490－7034　FAX　3490－7041

申し込み・問い合わせ

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）

中小企業
パソコン教室

品川区

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

しながわ観光協会　〒140－0014　品川区大井1－4－1
TEL　5743－7642　FAX　5743－7643　E-mail：info＠shinakan.skr.jp
品川区文化観光課　TEL　5742－6913

応募先

問い合わせ

助成金の
ご 案 内

Qどのような事業を行っていますか。
　古本の販売と、カフェとして飲食事業を行っています。古本の多くは、地元の古本屋
と提携し、委託販売というかたちで運営しています。また、全国の地方自治体などから
も、各自治体のPRとして本を寄贈して頂くことや、出版社や著者本人からの依頼を受
けて新刊を販売することもあります。カフェ事業では、コーヒーの販売を中心に、アル
コールや軽食の提供も行っています。その他、ギャラリースペースの貸出や、イベントス
ペースとしての貸し出しなど、多くの団体が気軽に利用でき、幅広い世代が交流できる
スペースとして運営しております。

Qこのカフェ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。
　このお店は「旅」をコンセプトとしており、北は北海道から、南は沖縄まで、全国の
様々な地域の歴史や風土、文化などが分かる書籍を1万冊以上販売しています。海外
の情報も多数揃えているので、旅に出る前に一度立ち寄ると良いかもしれません。ま
た、wi－fiや電源が利用できるだけでなく、1階はペットの入店も可能なため、大好きな
ペットと一緒にのんびりすることが出来ます。コーヒーは店長自ら全国の珈琲屋を飲
み歩き、納得のいくロースターから、豆を仕入れています。毎日3～4種類の豆を扱い、
その都度ロースターも変わるので、品川に居ながら、全国の美味しいコーヒーショップ
と同じコーヒーを楽しむことが出来ます。

Qこのカフェをオープンしたきっかけやチャレンジマート事業を利用した
　きっかけを教えてください。（どのようなきっかけで知りましたか）。
　商店街に空き店舗が目立ち、年々商店街の利用客が減っていく中、数年前に品川区
商店街連合会の事務局より、この制度について教えて頂きました。商店街を盛り上げ
るには、若者にとっても魅力的な個店の存在が重要です。老若男女が気軽に集うこと
が出来、かつセンスの良いお店が商店街の賑わいをつくるために必要と考え、オープン
に至りました。

Q区の支援制度を利用した感想はいかがですか。また、区へ要望する
　点はありますか。
　この制度があるおかげで、通常ではチャレンジするにはリスクの高い事業にも積極的に
取り組むことができます。商店街という地域密着のマーケットでは、固定客がつくのに数年
の時間が必要です。その最初の数年を低いリスクで事業スタートできることは非常に嬉し
く、果敢に様々な事業にチャレンジすることができます。しかし、この制度は利用するにあ
たり、事業の実施が決まった段階から事業を実際に開始するまでの間、予定している物件
を借り上げる必要があったり、家主さんにお待ちいただく必要があります。その際に商店
街が負担する家賃等への支援制度がないので、資金不足等から運営が年々厳しくなってい
る商店街にとっては、その部分の支援をしていただけるとありがたいです。

Q今後の展開について
　教えてください。
　今後はコーヒーの定額制の
サービスや、夕方以降のハッピー
アワーサービスなど、新しい利
用シーンを増やすことに力を入
れる予定です。より多くの方に
利用していただくためには、
様々な方の求めているサービス
や利用シーンにお店側から合わ
せていく努力も必要です。また、
店頭での商売にとどまらず、外
販にも力を入れていく予定で
す。そのため、世界中の素晴らし
い商品にもアンテナを張り、ど
んどん取り入れていきます。

Q他に何かアピールされ
　たいことやご意見など
　あれば、お願いします。
　バリスタに興味がある方や、
街づくりに興味がある方、イン
ターンシップ制度もあるので、学
生さんで興味のある方は気軽に
ご相談ください。

KAIDO books＆coffee　info＠kaido．tokyo問い合わせ

環 境 経 営 支 援 事 業 のご 紹 介

※各事業の詳細は下記問い合わせ、または区のホームページをご覧ください。

　品川区では、食品廃棄物の減量を推進するため、今年度より
「事業系生ごみ処理機」を購入する事業者へ、購入費の助成を
始めることとなりました。

「事業系生ごみ処理機」
助成のご案内

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行っています。

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。

対 象

「東京都環境保全資金」融資対象車対象車

平成30年3月31日（土）まで（先着順）申請期限
信用保証料と都信用保証料補助金確定額との差額信用保証料補助額

①事業所用LED照明設置費用の一部助成
　中小企業等向けに、10万円以上のLED照明設置費用について助成を行っています。

利子と都利子補給金確定額との差額利子補給額

未使用のLEDを区内の事業所等に設置した中小企業者
※ご利用にあたり、その他条件があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

対 象

設置費用の1割（上限30万円）助成額 平成30年3月20日（火）まで（先着順）申請期限

①処理量1日10㎏以上：最大40万円（本体価格の
　1/3まで）
②処理量1日10㎏未満：最大15万円（本体価格の
　1/3まで）

助成額

8月1日（火）から受付期間

・区内に店舗・事業所を有すること
・上記の店舗・事業所から排出される生ごみを処理
　すること。

申込要件

しながわみやげ認定品を募集します
　品川区では、新たな「しながわみやげ」を発掘し、しながわ観光の
振興とブランド力の強化を図ります。

品川区内の食品関連事業者の皆様へ

区内で商品の製造または販売を行っている法人、団体
（サークル）、個人。　※既存の品物の応募もできます

応募資格

1次：書類審査、2次：実物審査
※認定品については、認定証の贈呈、紹介冊子やポスターなどの販促品の
　作成、区と観光協会によるPR・販売促進活動を行います。

審査方法

随時募集期間 「食品部門」、「非食品部門」の2部門募集内容

しながわ観光協会などで配布している応募用紙を同協会へ郵送、FAX
または持参
※応募用紙は同協会ホームページ（www．shinakan．jp）からもダウン
　ロードできます。

応募方法

KAIDO books＆coffee
佐藤 亮太 店長
【住所】品川区北品川2－3－7　丸屋ビル1階
【TEL】6433－0906
【HP】https：//facebook.com/kaido．tokyo

No. 講習内容 コース テキスト代 定員日   程 時   間

1 10ワード
ちらし作成 夜2日コース 8月17日（木）～

　　18日（金）
両日とも

午後6時～9時 ¥1,500

2 10エクセル
応用

昼1.5日
コース

8月23日（水）～
　　24日（木）

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

¥1,500

　商店街が企画実施する空き店舗を活用する事業に対し店舗改装、販売促進
活動などに必要な経費の一部を助成します。

品川区チャレンジマート事業

＜助成対象経費＞ 施設整備費、販売促進経費、家賃、アルバイト等賃金
　　　　　　　　 ※助成率3分の2以内、助成上限額・助成期間制限あり。

商業・ものづくり課　商店街支援係
TEL　5498－6332

問い合わせ

しながわ産業ニュース2017年（平成29年）（ 2） 月号8



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

お知らせ

ビジネス支援講座の
 ご案内（午後6～8時）

相談業務のご案内

　ISO認証（ISO9001、ISO14001、ISO27001）の
取得に必要な経費の一部を助成します。

　国内の知的財産権取得に要する費用の一部を助成します。

　マル経融資（小規模事業者経営改善資金
融資制度）は、商工会議所の推薦にもとづき
融資される国（日本政策金融公庫）の融資
制度です。是非、ご利用ください。

【講演会】 第1部  午前11時～午後12時30分
　　　　　「世界経済の潮流と日本の景気を読む」
講師：株式会社 大和総研 常務執行役員調査本部 副本部長
　　　チーフエコノミスト 熊谷 亮丸 氏

【講演会】 第2部  午後2時30分～4時
　　　　　「日本人が気づかないニッポンのものづくり」
講師：日本文学研究者 国文学研究資料館長
　　　ロバート キャンベル 氏

　東京信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の
皆さまの事業拡大・発展に貢献するため、11回目
となるビジネスフェアを開催いたします。

「江戸・TOKYO
技とテクノの融合展2017」
「江戸・TOKYO

技とテクノの融合展2017」

　都立産業技術高等専門学校と連携して、区内中小製造業者の若手技術者の人材
育成のための講座を開催しています。基礎的な知識と技術を講義と実習を通じて
学ぶことができますので、若手技術者・技能者の教育・勉強会、自己研鑽をお考え
の方は是非ご参加ください。

若手技術者支援講座

　品川産業支援交流施設SHIP工房の活用方法を学べる実践的なセミナーを開催
いたします。
　SHIP工房には3Dプリンタを中心とした様々な機器が設置してあります。SHIP
工房にある様々な機器を活用することで、製造工程（特に開発・設計・試作）の
スピードアップや品質の向上が期待でき、ものづくりの効率化が実現できます。
本セミナーでは、SHIP工房の各機器をフルに使うための実践的なセミナーとなって
います。

　国内・海外で開催される展示会出展に要する経費の
一部を助成します。

　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。
※対象者の業種を拡大しました。対象経費に渡航費を追加しました。

海外市場調査経費助成
～利用しやすくなりました～

高木 聡一郎 氏
（国際大学グローバル・コミュニケーション・
センター（GLOCOM）研究部長／准教授）

講師

8月23日（水）
「ブロックチェーンの概要と可能性」

日時

平成29年度中の経費で以下のもの。
①講座・研修受講費用
②コンサルタント委託費用
③審査費用

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）

申請資格

9月1日（金）～ 9月29日（金）申請期間

最大60万円（助成率は対象経費の2/3）助 成 額

品川区立中小企業センター内場所
区内に主な事業所を置く中小企業者などの方 対象

一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）講師

9月7日（木）
「これからの個人情報の取り扱いのあり方
～改正個人情報保護法を遵守するために～」

日時

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

会場

要予約 要予約

平成29年度（4月1日～平成30年3月31日）
にお支払いの費用のうち以下のもの
①弁理士費用（源泉徴収所得税は除く）
②特許庁費用（出願料、審査請求料、審判請求料、
　特許料、登録料）

対象経費

特許権・実用新案権・商標権・意匠権対象知的財産権

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）

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）

募集企業

平成30年2月28日（水）まで（先着順）募集期間

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。

対象経費

最大20万円（対象経費の2/3）助 成 額

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）

申請資格

10月2日（月）～10月31日（火）申請期間

平成29年度（4月1日～平成30年3月31日）
に国内外で開催される展示会

対象展示会

10月2日（月）～10月31日（火）申請期間

最大20万円（対象経費の2/3）助 成 額

業種
拡大

業種
拡大

業種
拡大

最大20万円（対象経費の2/3）助成限度額
出展スペース料助成対象経費

【国内展示会】

最大50万円（対象経費の2/3）助成限度額
出展スペース料、展示品等運送費・
保険料、通訳人件費

助成対象経費

【海外展示会】

9月～12月　午後6時30分～ 8時30分
※各コースの日程とお申し込みについては、下記HPにてご確認ください。
　https：//www.metro-cit．ac．jp/community/wakagisien/

日 程

都立産業技術高等専門学校　品川キャンパス
（品川区東大井1－10－40）

会 場

区内中小製造業者で働く若手技術者等対 象

無料（ただしB－01、02、05、06コースについては、テキスト代が必要）参加費

1科目10名～ 20名（先着順）定 員

B－01 「機械設計のための基礎」　全15回
B－02 「工業材料の基礎」　全8回
B－03 「加工と測定の基礎」　全8回
B－04 「デジタルマニュファクチャリング体験講座」　全6回
B－05 「電気回路の基礎」　全10回
B－06 「シーケンス制御の基礎」　全10回

商業・ものづくり課　産業活性化担当　TEL　5498－6351問い合わせ

東京商工会議所 品川支部
（区立中小企業センター4階）
TEL　5498－6211

問い合わせ 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　3272－2070　FAX　3272－3999
http：//www.cgc-tokyo.or.jp

問い合わせ

SHIP運営事務局　
 （指定管理者一般財団法人品川ビジネスクラブ 担当：鈴木）　
TEL　5449－6557

問い合わせ

品川産業支援交流施設 
製造プロセス改革セミナー

平成29年度

第1回： 3DCADを用いた製品設計（7月12日（水）・終了）
第2回： 走査型電子顕微鏡による製品の評価・解析（8月24日（木））
第3回： 切削による立体造形と積層による立体造形の比較（9月26日（火））
第4回： レーザーカッターを用いた製品作製（11月下旬予定）
第5回： 2種類の3Dプリンタ （光造形型／熱溶解積層型）の比較
　　　　（1月下旬予定）

科 目

※各回の詳細に関しては、SHIPのWebサイト（http：//www.ship-osaki.jp/）
　をご覧ください。

2，000万円融資限度額

運転資金＝7年以内　設備資金＝10年以内返済期間
従業員20人以下（商業・サービス
業は5人以下）の法人・個人事業主

融資対象

支払利子の30％に相当する額で
期間は3年以内

区の補助額

1．11％（7月12日時点）利 率

無担保・
無保証人

9月28日（木） 午 前10時 ～午 後5時日 時
東京国際フォーラム ホールE
（千代田区丸の内3－5－1）

会 場

ブース展示、出展者プレゼンテーション、講演会等内 容
無料入場料

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問い合わせ

10月6日（金） 午後2時～4時30分日 時

50名（先着順）定 員

独立行政法人 勤労者退職金共済機構 9階会議室
豊島区池袋1ー 24 ー1（池袋駅から徒歩5分）

会 場

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。申し込み
http//chutaikyo.taisyokukin.go.jp/soudan/soudan02.html

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す。ぜひご利用ください！

中小企業退職金共済制度 説明会・個別相談会のおしらせ

　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

共済金給付事業・福利厚生事業
 ・結婚、出産、銀婚などの祝金、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などの福利厚生
※その他、詳細については下記へお問い合わせください。

①品川区に事業所があり、従業員300人以下の会社、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

対象

①入会金1人100円　②会費（月額）1人 400円 費用

品川区が融資の利子を補助している

安心な国の融資制度
「マル経融資」をご存知ですか？

〒141ー 0033品川区西品川1ー28ー3　品川区立中小企業センター 4階
品川区勤労者共済会事務局　TEL　3787－3044問い合わせ

※対象：区内中小製造業者への発注を希望する企業
　　　　（原則区内で3年以上操業していること） 

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

（月）～（金）

（月）～（金）

第2・4（木）

第2・4（金）

第1～ 4（水）

（月）～（金）

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

午前9時～午後5時

時 間 相 談 員曜 日相談内容

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

区商工相談員

吉岡 義継氏
（元住友商事）

午前10時～正午
（1回1時間）
午前10時～正午
（1回1時間）

※

I SO認証取得
経費助成

ISO認証取得
経費助成

知的財産権取得
経費助成

知的財産権取得
経費助成

展示会出展費助成展示会出展費助成
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商業・ものづくり課　就業担当　TEL　5498－6352問い合わせ

品川区清掃事務所 〒141－0032　品川区大崎1－14－1
TEL　3490－7098　FAX　3490－7041

ご連絡先

品川区環境課指導調査係　TEL　5742－6751問い合わせ

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

品川区健康課　TEL　5742－6743問い合わせ

品川区地域活動課　TEL　5742－6687問い合わせ
〒140－8715 品川区地域活動課 市町村交流担当
TEL　5742－6856　FAX　5742－6877

問い合わせ

「品川区就業体験事業運営事務局」（㈱マイナビ）　TEL　0120－017366
E-mail　com－staff＿shinagawa＠mynavi．jp

申し込み・問い合わせ

問い合わせ 品川区国保医療年金課保健指導係　TEL　5742－6902
品川区国保医療年金課高齢者医療係　TEL　5742－6736
ご自分が加入する医療保険者にお問い合わせください。

〒140－8715　品川区保健予防課　TEL　5742－9152申し込み・問い合わせ

求人活動支援

品川区清掃事務所　TEL　3490－7705　FAX　3490－7041問い合わせ

　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。まずはお気軽にお問い合わせください。

　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。

内職を出してみませんか

【国民健康保険の方】
【75歳以上の方】
【品川区国保以外の方】 

　区では、これまでの区民の皆さんのご協力によりごみの減量に努めてきました。今後、
資源循環型社会の推進を図るため、さらなるごみの減量が求められます。特に発生段階
での抑制が必要です。そのため、区では、家具や電気製品等の修理・修繕をしていただけ
る店舗を区民のみなさんにお知らせしてリユースを推進していきます。
　ご協力いただける場合は、電話・はがき、またはFAXで、店舗名（フリガナ）・扱って
いただける物（家具など）・住所・電話番号を明記のうえ下記までご連絡ください。
　＜期限：8月31日（木）＞

　環境課では騒音計、振動計、放射線測定器の貸出を行っています。

関 勝利 氏【東京銀器】、林 英知 氏【東京桐箪笥】

※9月から12月の実演は中小企業センター工事のため休演となります。

伝 統 工 芸 の 実 演伝 統 工 芸 の 実 演

　職場などで検診機会のない品川区民の方を対象に、下記の検診を実施しています。
検診の種類によって検診会場・日時などが異なります。詳しくは、区ホームページを
ご覧になるか、健康課へお問い合わせください。

 「マウントしながわ」里山再生参加者募集
　南アルプスの麓、森林作業に興味のある方で早川町
へ行き作業することに意欲のある方を募集します。

保養所をご利用ください

区内在住・在勤者対象 15日以内期間 電話で貸出可能か確認し、ご来庁ください。貸出方法

※受診券は5月末に送付しています。紛失の場合は再発行も可能です。
※年度途中に国保に加入した方で、受診希望の場合はお申し出ください。
※国保以外の保険に加入している方は、ご自分が加入している保険者にお問い
　合わせください。

品川区国民健康保険に加入の40歳から74歳の方
（75歳以上は後期高齢者健診の対象）

対 象

無料受診料

9月23日（土）～24日（日）
午前7時30分 区役所集合・午後5時30分
解散、往復バス

日 時

森林作業、里山に興味のある区内在住在勤（18
歳以上）で、山作業が可能な健脚の方3人（抽選）

対 象

8月10日（木）（必着）までに、はがきかFAX
に「マウント」とし、参加者全員の住所、氏名
（ふりがな）、年齢、性別、電話番号を品川区
地域活動課市町村交流担当へ

申込方法

町営ヴィラ雨畑（温泉）宿 泊 7千円参加費

8月11日（金）・12日（土） 午前10時～午後4時日時

中小企業センター 1階ロビー会場

各施設にお問い合わせください。
（電話受付：午前9時～午後6時）

申し込み・詳細

～スタートは健診　ゴールは健康～
国保基本健診を受診しましょう

がん検診・健康診査などのお知らせ（一部有料）

品川＆早川ふるさと交流

リユース（再生・再利用）に
ご協力いただける店舗を募集！
リユース（再生・再利用）に
ご協力いただける店舗を募集！
リユース（再生・再利用）に
ご協力いただける店舗を募集！
リユース（再生・再利用）に
ご協力いただける店舗を募集！

　新券の販売は10月1日（日）から開始します。
　現在の券は、9月末までに使い切ってください。
　使い切れなかった場合は、経過措置として10月31日（火）までに限り貼付可能
です。11月1日（水）以降は、品川区清掃事務所の窓口で差額料金をお支払いくだ
さい。新券と交換します。詳細は、区のホームページをご覧ください。

（1セット10枚）
（1セット10枚）
（1セット10枚）
（1セット　5枚）

10㍑券
20㍑券
45㍑券
70㍑券

690円
1，380円
3，100円
2，415円

760円
1，520円
3，420円
2，660円

改定料金現行料金品川区有料ごみ処理券

　品川区では、平成29年7月から、区内
の屋外広告物、また道路上に突き出して
いる看板等について委託業者の調査員
が伺い、計測や写真撮影、聞き取り等を
行います。ご理解、ご協力をよろしく
お願いします。

品川区土木管理課 占用係
TEL　5742－6785

問い合わせ

【今年度
　調査対象地区】
　●品川地区、

　●五反田・
　　大崎地区

　●八潮地区、

　●大井町駅
　　周辺地区

「大切な人は、悩んでいませんか？」
～聴かせてください あなたの悩み～
心がつらくなってしまったとき・・・

悩みをかかえているのではないかと心配なとき・・・
映画を鑑賞して一緒に考えてみませんか？

9月・3月は、自殺予防対策強化月間です。

品川区では、自殺予防対策に
取り組んでいます。

平成29年10月1日から
事業系有料ごみ処理券が改定されます！

測定器貸出について測定器貸出について

（住所）伊東市広野1－3－17品川荘

0557－35－0321
0557－35－0345
www.shinagawasou.com/

TEL
FAX
H P

【連絡先】

（住所）日光市細尾町676－1光林荘

0288－54－0988
0288－54－0954
www.korinsou.com/

【連絡先】 TEL
FAX
H P

“就業支援コーディネーター”が
貴社の採用活動をアドバイスします

屋外広告物等の実態調査に
ご協力をお願いします。

9月30日（土） 午後1時開場／午後1時30分～ 4時日時

きゅりあん 1階小ホール
（品川区東大井5丁目18番1号）

場所

中学生以上の区民200名（抽選）対象

往復はがき（1枚につき2名まで）に全員の住所、
氏名、年齢、電話番号を記入し保健予防課まで

申し込み方法

9月1日～19日（必着）締切 品川区保健所主催

ポプラの秋品川区自殺予防対策事業
映画上映会（入場無料）

※対象者へ受診券を送付
検 査 項 目 対 象

20歳からの健診

胃がん検診（予約制）
胃がんリスク検診
肺がん検診（予約制）
大腸がん検診
乳がん検診（予約制）
子宮がん検診
喉頭がん検診（予約制）
前立腺がん検診
肝炎ウイルス検診（予約制）
結核検診（予約制）
成人歯科健診
障害者歯科健診（予約制）

20歳～39歳
（平成30年度までは16歳～19歳の女性も受診可）
40歳以上
50・55・60・65・70・75歳（今まで一度も受けたことのない方） 
40歳以上
40歳以上   
34歳以上の女性（偶数年齢時）
20歳以上の女性（偶数年齢時）
40歳以上（喫煙者など）
55歳以上の男性
受けたことがない方
65歳以上　   
20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳
20歳～39歳

※

※
※

※

9月6日（水） 午後1時30分～日 時 区立中小企業センター2階 小講習室場 所
22名（1社2名まで、先着順で定員になり次第締切）定 員
女性などの多様な人材活用や就業体験事業に興味がある区内に本社
または事業所がある中小企業

対象企業

　「あれもこれも全てできる人」を採用するのは非常に困難です。
「自社にとって本当に必要な人材」を明確にすることが採用活動
において重要になります。
　実は、社内の業務を整理することで必要な人材像が見えてくる
のです。このセミナーでは明日から使える戦略的な採用法をワーク
を交えて詳しくお伝えします。

※「就業体験事業」の詳細はhttp：//chiikilabo．mynavi．jp/2017/shinagawa/を
　ご確認ください
※実習希望者と直接出会えるマッチングイベントへのご参加も可能です。詳細はぜひ
　お問い合わせください。
※本事業は、品川区が株式会社マイナビに委託し、行っている事業です。

ほしい人だけ採る！　戦略的採用法ほしい人だけ採る！　戦略的採用法ほしい人だけ採る！　戦略的採用法ほしい人だけ採る！　戦略的採用法
～就業体験事業・女性活躍応援プロジェクト～～就業体験事業・女性活躍応援プロジェクト～
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※ 古紙を配合した紙を使用しています。


