人材を育成・確保したい

情報を収集したい

勤労者福祉共済制度 〜川崎市勤労者福祉共済（かわさきハッピーライフ）〜
川崎市が運営する市内中小企業向けの福利厚生サービスです。
従業員１人につき月500円の掛金（事業主負担・損金処理が可能です）で、慶弔・
永年勤続等の給付金が受けられるほか、映画鑑賞券やレジャーチケット、日帰り温
泉、宿泊補助など、様々な福利厚生サービスがご利用いただけます。

知的財産に関する知識の習得、意識啓発の支援及び知的財産に関する人材育成支援を行うため、知的財産スクールを実施します。
平成31年度予定
詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。
（年６回開催予定）
川崎市経済労働局イノベーション推進室 TEL044-200-3896 / FAX044-200-3920

川崎市経済労働局労働雇用部

TEL044-200-2275 / FAX044-200-3913

川崎

検索

共済

知的財産スクール

会員向けイベントの開催

かわさき科学技術サロン
平成 年度はこのような
テーマで行いました

川崎発のイノベーションを活性化する知の交流拠点を形成していく
ため、
様々な組織に所属する研究者・技術者が分野を超えて互いの顔の

勤労者福祉セミナー

見える交流や知的刺激を得られる場を提供します。
(年３回開催予定)

ワーク・ライフ・バランスや女性のキャリア
アップなど、時宜に応じたテーマで事業者及び
勤労者を対象としたセミナーを開催します。
詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案
内します。

直近3年間の開催テーマ

川崎市経済労働局イノベーション推進室

TEL044-200-2407 / FAX044-200-3920

●平成30年度「労働契約等解説」
●平成29年度「健康経営」
●平成28年度「女性が輝くための健康づくりとストレス解消法」

平成31年度予定

●ロールモデル紹介＆カフェ等
●育休中の方向け
「ふらっと子連れカフェ」
（毎月1回）

矢野

和男

氏

日立製作所 フェロー
東京工業大学 情報理工学院 特定教授
テーマ：人口知能はビジネスをどう変えるか

安西

祐一郎

川崎市経済労働局工業振興課 TEL044-200-2326 / FAX044-200-3920

検索

女性リーダー養成研修

中分子創薬に関わる次世代産業研究会（通称：IMD2）

かわさきロボット競技大会
毎年8月に川崎市で開催するかわさきロボット競技大会です。今年で第26回を迎えます。総
合技術的なロボット製作を通じ具体的なものづくり体験の場を提供し、技術者の育成、技術力
の向上を支援しています。
平成31年度予定

中分子創薬に関わる次世代産業研究会

TEL044-548-4166 / FAX044-548-4166
検索

川崎市産業振興財団の組織内に設置されるバーチャルなシンクタンク機能である「新産業政策研究所」が定期的に開催する、どなたでも参加可
能な無料講演会です。研究者や市内企業経営者にオープン・イノベーションや地域産業戦略などをテーマにご講演をいただきます。

川崎市産業振興財団事業推進課

検索

福祉人材バンク事業
福祉・介護の仕事に関する無料相談窓口の設置や合同就職相談会（年２回）、福祉職従事者向けにメンタルヘルス相談窓口の設置等、福祉・介護
分野での人材確保および定着の取り組みを行います。

TEL044-200-2652 / FAX044-200-3926

●年３，４回のセミナーの開催（最先端の研究や事例の発表、異業種のネットワーク形成の場）
●会員向けサービスの展開

イノベーション・システム研究会

バトルロボット部門・Ｊｒロボット部門 ： 8月23日（金）〜25日（日）
テクノ・クエスト部門
： 2020年3月

川崎市健康福祉局高齢者事業推進課

ビジネスの検討・検証や、
創薬事業の基礎知識の理解度向上等を目指す、
会員制研究会です。

公益財団法人川崎市産業振興財団 新産業振興課
地域イノベーション・エコシステム形成プログラム
中分子創薬に関わる次世代産業研究会(IMD 2)事務局

バリューチェーンを作り出す」
をビジョンとし、
創薬プロセスにおいて、
異分野技術による新たな

かわロボ

川崎市消費者行政センターキャラクター
てるみ〜にゃ

住宅リフォームセミナー・中小建設業事業者研修会

「川崎市域に集積する異分野技術を融合・結合することにより、
中分子創薬における革新的な

TEL044-548-4117 / FAX044-548-4110

独立行政法人日本学術振興会顧問
氏 学術情報分析センター所長
テーマ：日本のＡＩ技術戦略とＡＩの未来

市民を対象とした住宅リフォームセミナーや住宅相談会のほか、市内中小建設業事業者の資質の向上や経営基盤の
強化、技術力の向上を目指した研修会を実施し、中小建設業事業者の活動を支援することで建設業の振興を図ります。

川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）

女性リーダー

株式会社 荏原製作所取締役代表執行役社長
テーマ：最近の企業経営に求められる課題と対応について

川崎市経済労働局消費者行政センター TEL044-200-3864 / FAX044-244-6099

中小企業における女性の雇用促進・定着のため、女性従業員向けの研修会を開催するほか、ロールモデルの紹介などを行います。

すくらむ21

氏

市内在住・在勤・在学の方で15人以上のグループ・団体を対象に消費生活に関する様々なテーマ（消費者被害、ライフプラン、衣食住
生活、環境問題、遺言と相続等）について、
ご希望に応じて講師を無料で派遣しています。新入社員研修や社内研修等にご活用ください。

女性活躍推進（就労継続＆管理職養成研修）事業

TEL044-813-0808 / FAX044-813-0864

東一

くらしのセミナー（出前講座）

川崎市経済労働局労働雇用部 TEL044-200-2275 / FAX044-200-3913

●職場復帰セミナー&カフェ（２回）
●管理職になりたい女性のための
リーダー養成講座＆サロン（4回）
●女性リーダーのためのマネジメント力
強化講座（5回）＆交流会

前田

30

川崎市福祉人材バンク

TEL044-739-8726 / FAX044-739-8740

19

川崎市産業振興財団 新産業振興課（新産業政策研究所） TEL044-548-4115 / FAX044-548-4151

Tonomachi Cafe
ライフサイエンス分野の様々な研究者・事業者を講師として招き、参加者と活発な意見交換を促すことにより、異分野融合研究や新事業創出の
きっかけづくりを目指す研究者・事業者向け小規模サイエンスカフェを開催しています。講演テーマに関連した市内中小企業の製品・技術のプレゼン
テーションの機会を設けています。
川崎市臨海部国際戦略本部国際戦略推進部 TEL044-276-9207 / FA044-277-2777

20

Tonomachi Cafe

検索

情報を収集したい

目

次

生産性向上・働き方改革を進めたい

かわさき工場立地情報
川崎市内での立地を検討している企業の皆さんに、立地環境や融資・助成制度などの情報を市ホームページで提供します。

生産性向上促進事業支援補助金

掲載情報

中小企業等人材育成・確保支援事業補助金
生産性向上・働き方改革モデル創出事業／設備強化支援資金／専門家の無料派遣相談

●立地環境 ●融資・助成制度等 ●関連機関
川崎市経済労働局工業振興課 TEL044-200-3936 / FAX044-200-3920

川崎市労働情報
毎月１日、3,600部発行。
労働法令・社会保険・助成金などの制度や手続きのお知らせ、有識者による制度解説など、総合的な労働情報を掲載して
います。
労働会館、生活文化会館、市民館、図書館、区役所などで配布しているほか、定期配送もしています。
川崎市経済労働局労働雇用部 TEL044-200-3653 / FAX044-200-3598

川崎市労働白書
年１回、700部発行。
市内で働く労働者の雇用動向、労働条件の現状をはじめとした各種労働関係資料をまとめ、川崎市内の労働情勢を総合的に分析します。
川崎市経済労働局労働雇用部 TEL044-200-3653 / FAX044-200-3598

先端設備等導入計画の認定／「かわさき☆えるぼし」認証制度／「働き方改革」による中小企業活性化プロジェクト

創業したい

1
2
3
4

融資案内（創業支援）／創業フォーラム／かわさき起業家塾／かわさき起業家オーディション

5

商人（あきんど）デビュー塾／ソーシャルビジネス起業支援／女性起業家支援事業／
空き店舗活用アワード事業（いらっしゃい 商店街のNewShop）／研究開発型ベンチャー企業成長支援事業

6

Kawasaki-NEDO Innovation Center（K-NIC）／かわさき新産業創造センター（KBIC）

7

経営支援を受けたい
融資案内（経営支援）／窓口相談／専門家派遣／ワンデイ・コンサルティング

8

事業承継支援／がんばるものづくり企業応援補助金
（経営改善事業）
／がんばるものづくり企業操業環境整備助成制度
（立地促進支援）
／
がんばるものづくり企業操業環境整備助成制度（操業環境改善支援）

9

市内事業者エコ化支援補助金／公害防止資金融資制度／中小規模事業者向け省エネルギー診断／
公共工事代金債権信託制度（コントラスト）／商業アドバイス事業

10

販路を開拓したい

川崎市労働状況実態調査

先端技術見本市（テクノトランスファー）／川崎ものづくり商談会（受・発注商談会）／展示会への合同出展／
がんばるものづくり企業応援補助金（販路開拓事業）／川崎ものづくりブランド

11

毎年８月、市内民間企業・事業所の労働状況の実態を調査し、12月に労働状況実態調査速報版を作成するとともに、概要を「川崎市労働情報」
に掲載します。また、調査結果を「川崎市労働白書」に掲載します。

Buyかわさきフェスティバル／かわさき名産品／川崎市中小企業海外展開支援事業補助金／川崎市海外ビジネス支援センター(KOBS)／
川崎国際環境技術展／かわさきグリーンイノベーションクラスター

12

かわさき基準による福祉製品の認証／福祉製品の導入促進（補助事業）／中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度／
デザインの活用促進／住宅工事の契約における消費者トラブルの防止に関する協定

13

川崎市経済労働局労働雇用部 TEL044-200-3653 / FAX044-200-3598

新製品・新技術を開発したい

情報誌「産業情報かわさき」
毎月１日、10,000部発行。
産業関係各機関・団体等の事業活動及びセミナー案内をはじめ、技術革新、経営改革などの先進事例の紹介など、企業活
動に有益な情報発信をします。
JR川崎駅、京急川崎駅、川崎市産業振興会館、市民館、図書館、区役所などで配布しています。
川崎市産業振興財団事業推進課 TEL044-548-4114 / FAX044-548-4110

コーディネート支援・出張キャラバン隊／産学マッチング〜産学連携・産産連携・ネットワークづくり〜／
新分野・新技術支援研究会（NFT）／知的財産交流事業

14

新技術・新製品開発等支援事業補助金／産学共同研究開発プロジェクト補助金／ナノ・マイクロ機器利用促進補助金／
福祉製品の開発支援（補助事業）

15

K 2 タウンキャンパスオープンセミナー／KBIC基盤技術セミナー・講習会／ナノ茶論(サロン)、ナノ・マイクロ技術セミナー／
ウェルフェアイノベーションフォーラム／環境技術産学公民連携共同研究事業

16

新事業展開や新分野進出に取り組みたい

年報「新産業政策研究かわさき」
研究者や市内企業経営者による講演録、研究論文、市内企業の紹介文などを、川崎市産業振興財団のシンクタンク機能
である「新産業政策研究所」がまとめた年報です。

ICT産業連携促進事業／魅力あふれる個店創出事業／都市農業活性化連携フォーラム／農商工等連携推進モデル事業／
医工連携の推進／キングスカイフロント拠点活動活性化支援事業

17

人材を育成・確保したい
川崎市産業振興財団新産業振興課（新産業政策研究所） TEL044-548-4115 / FAX044-548-4151

川崎元気企業調査報告書
川崎市産業振興財団の職員やコーディネータが訪問した企業の中から、特に注目すべき製品や特徴あるビジネスモデル
を展開している元気な企業を選りすぐり、各企業の経営者に対する取材内容を取りまとめました。
川崎を支えているさまざまな企業を紹介しています。
川崎市産業振興財団新産業振興課 TEL044-548-4115 / FAX044-548-4151

21

労働相談／就業マッチング／合同企業就職説明会／就業支援ポータルサイト／かわさきマイスター事業／中小企業の魅力発信事業

18

勤労者福祉共済制度 〜川崎市勤労者福祉共済（かわさきハッピーライフ）〜／勤労者福祉セミナー／
女性活躍推進（就労継続＆管理職養成研修）事業／かわさきロボット競技大会／福祉人材バンク事業

19

情報を収集したい
知的財産スクール／かわさき科学技術サロン／くらしのセミナー（出前講座）／住宅リフォームセミナー・中小建設業事業者研修会／
中分子創薬に関わる次世代産業研究会（通称：ＩＭＤ²）／イノベーション・システム研究会／Tonomachi Cafe
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かわさき工場立地情報／川崎市労働情報／川崎市労働白書／川崎市労働状況実態調査／情報誌「産業情報かわさき」／
年報「新産業政策研究かわさき」／川崎元気企業調査報告書
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