川崎市
中小企業活性化施策
ガイドブック

川崎市経済労働局

ご利用にあたって
●

このガイドブックは、川崎市経済労働局及び川崎市産業振興財団が行う中小企業活性
化施策の概要を紹介しています。
利用者の目的に応じて下記 10 項目に分類し、掲載しています。

●

創

業

創業する方のための研修や相談窓口、融資等の支援メニューを紹介

経営支援

経営課題を有する方の支援メニューを紹介

販路開拓

販路を開拓したい方のための支援メニューを紹介

新製品・新分野

新製品の開発や新分野への進出をめざす方のための支援メニューを紹介

商

業

商店街の活性化のためのアドバイス、補助等の支援メニューを紹介

業

建設業に従事される方のための支援メニューを紹介

建

設

人材確保・技能継承

人材の確保や技能の継承を希望される方のための支援メニューを紹介

海外ビジネス

海外ビジネスに取り組まれる方のための支援メニューを紹介

セミナー・研修

セミナーや研修等、自己啓発のための支援メニューを紹介

情報収集・交換

ホームページ等による各種情報提供メニューや、同業種・異業種との
交流を希望される方のための支援メニューを紹介

●

各施策が①融資②補助金③情報提供・相談④セミナー・研修・イベント⑤認定・認証
の５つの区分に当てはまる場合は、その旨、ページ上部のマークでお示ししています。

●

掲載されている内容は施策の概要です。施策のご利用にあたっては、各ページ下欄に
掲載の「問合せ先」へお問い合わせください。

●

このガイドブックは平成 29 年４月１日現在の内容で編集されています。項目、要件、
時期などは変更される場合があります。

●

このガイドブックに掲載されている施策の最新情報（開催、募集情報等）は、ホーム
ページ「産業バンクかわさき」に掲載しています。PDF ファイルをダウンロードして
いただくことも可能です。

※

産業バンクかわさきホームページ

http://www.kawasaki-net.ne.jp/sbk/

産業バンクかわさき

●

ページ最下欄には関連のある施策を記載していますので、併せてご覧ください。

問

合

せ

先

一

覧

川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」をご存知ですか？
川崎市経済労働局
川崎の中小企業は、事業所数の 99．2％、従業者数の 75.6％（*）など市内の大半を占
部署
住所
電話
FAX
メールアドレス
め、地域社会に欠かせない存在であるとともに、新たなサービスの創造や新事業創出など
地域の雇用創出、地域経済の発展にも大きく貢献しています。
企画課
044-200-2332 044-200-3920 28kikaku@city.kawasaki.jp
本市において、こうした中小企業に対する基本姿勢を明確に定め、行政、事業者、市民
の連携・協力関係の中で、地域経済の発展を目指していくため、平成 28 年４月、「川崎市
中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」
（以下、
「中小企業活性化条例」
）を施行し
消費者行政センター
044-200-2262
044-244-6099 28syohi@city.kawasaki.jp
ました。
*平成 26 年経済センサスから従業者数 300 人未満の事業所数・従業者数の構成比

国際経済推進室

044-200-2363

28keisu@city.kawasaki.jp

○

条例の制定自体が本市と経済界との連携の成果です。
044-200-2326
28kogyo@city.kawasaki.jp
年度に地元経済界の主要団体である川崎商工会議所が中心となって、川崎市
における中小企業の活性化のための条例制定の要望に向けた検討会が自主的に設置され、
川崎市川崎区
経済関係団体や有識者などの意見を幅広く聞き取りながら条例の在り方について要望書
商業振興課
044-200-2356
28syogyo@city.kawasaki.jp
駅前本町11－2
のとりまとめがなされました。
川崎フロンティアビル
本市においては、この要望書の趣旨をふまえ、庁内における検討を行い、条例を制定
10階（労働雇用部以外）
観光プロモーション推進課
044-200-2327 044-200-3920 28kankou@city.kawasaki.jp
6階（労働雇用部）
しました。
工業振興課
平成 26

次世代産業推進室
○
中小企業活性化条例には３つの特徴があります。
044-200-2334
コンテンツ産業担当

特徴その１

経済界との連携により中小企業の活性化を目指します！

〃
28ziseda@city.kawasaki.jp
044-200-3226
ｳｪﾙﾌｪｱｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ担当
条例制定に向けた取組自体も連携の一つですが、本条例では中小企業者や中小企業

に関する団体、大企業者、大学等、金融機関、市民といった各主体の相互の連携によ

〃
り、中小企業の活性化を目指します。
ベンチャー産業創出担当

特徴その２
労働雇用部

044-200-2407

実効性のある中小企業活性化施策を規定しました！
044-200-2271 044-200-3598 28roudou@city.kawasaki.jp

８つの主要な施策を規定するとともに、新たな総合計画の分野別計画として平成
28
川崎市幸区
金融課
堀川町66-20
044-544-1846
044-544-3263 28kinyu@city.kawasaki.jp
年度からスタートした
「かわさき産業振興プラン」
を条例の実施計画として位置付け、
川崎市産業振興会館5階
実効性のある中小企業活性化の取組を推進します。
川崎市高津区
中小企業溝口事務所
溝口1-6-10
044-812-1112 044-812-2075 28mizo@city.kawasaki.jp
てくのかわさき3階
条例に基づく平成 29 年度の中小企業活性化施策については
次ページ以降でご紹介します。

公益財団法人川崎市産業振興財団
部署

特徴その３

経営支援課

住所

電話

FAX

メールアドレス

持続的な施策の改善を図ります！

044-548-4141 044-548-4146 center@kawasaki-net.ne.jp

条例に基づく中小企業活性化の取組については、継続的な施策の改善等、持続的な
川崎市幸区
取組の推進が大変重要です。このため、中小企業活性化施策の好循環の仕組みを施策
堀川町66-20
新産業振興課
044-548-4115 044-548-4151 liaison@kawasaki-net.ne.jp
の PDCA*として条例に盛り込みました。
川崎市産業振興会館
事業推進課

044-548-4117 044-548-4110 info@kawasaki-net.ne.jp
*PDCA：Plan（計画）－Do（実行）－Check（評価）－Action（改善）のサイクルのこと

かわさき新産業創造センター

川崎市幸区
新川崎7-7

044-587-1591 044-587-1592 kbic@kawasaki-net.ne.jp

中小企業活性化施策の８つの柱
創業、経営の革新等 創業環境の整備や、中小企業者の経営革新に関する情報提供等に取
の促進
り組みます。
創業フォーラム(P2)

起業準備段階から発展段階までの各種段階に応じた
支援を実施します。
高い成長が見込まれる市内ベンチャー企業等を個
別・集中的に支援します。

かわさき起業家塾（ビジネスプラン作成支援セ
ミナー）(P3)
かわさき起業家オーディション(P4)
ベンチャー企業等成長促進支援(P9)

かわさき新産業創造センターの運営を通じて、新規
創業者に事業スペースを提供します。
施設内設備を活用し、セミナー等を開催します。

かわさき新産業創造センター（KBIC）(P8)
KBIC 基盤技術セミナー・講習会(P60)
ウェルフェアイノベーションフォーラム

優れた福祉製品サービスの創出・普及や福祉製品の
認証を通じて、福祉産業を振興します。

(P33)
福祉製品の開発支援・導入促進 (P34)
かわさき基準による福祉製品の認証(P35)

地域・社会課題解決型ビジネスに取り組まれている
方に向け、相談窓口の開設や講座・セミナー等の開
催を行います。
コンテンツの活用促進により、企業の情報力発信強
化や製品・サービスの高付加価値化へとつなげます。
デザイン活用による企業活性化を支援します。

ソーシャルビジネス支援(P7)

コンテンツ（動画・イラスト等）活用促進(P65)
デザインの活用促進(P64)

中小企業者と大企業者との知的財産等に係る連携の促進に取り組
みます。
大企業や大学、研究機関が保有する知的財産と市内 知的財産交流事業(P30)
の中小企業が持つ優れた技術をつなぐための交流
会・マッチングを実施し、中小企業の新技術・新製 知的財産スクール(P57)
品の開発を支援します。
連携の促進

研究及び開発の支援

専門人材や高度技術の活用を促進するため、大企業者・大学等との
連携による研究・製品開発を支援します。
新技術・新製品開発等支援事業補助金(P25)

市内中小企業等の研究開発力の向上や経営課題の解
決に向けた取組を支援します。

産学共同研究開発プロジェクト補助金(P26)
がんばるものづくり企業応援補助金（経営改善
事業）(P14)

「新川崎・創造のもり」地区におけるオープンイノ
ベーションの推進により、新たな産業創出・新製品
開発を目指します。

ナノ・マイクロ機器利用促進補助金(P27)

医療機器産業への参入を促進します。

医工連携の推進(P66)

科学者・研究者同志の交流を活発にします。

かわさき科学技術サロン(P63)

Ｋ2 タウンキャンパスオープンセミナー(P61)
ナノ・マイクロセミナー、ナノ茶論(P62)

経営資源の確保に関する相談や資金の円滑な供給の促進に取り組
経営基盤の強化及び
みます。
小規模企業者の事情
また、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の
の考慮
事情を考慮します。
窓口相談(P11)
専門家派遣(P12)
ワンデイ・コンサルティング(P13)
かわさきデータベース(P17)
受・発注商談会－川崎会場－(P18)

川崎市産業振興財団での窓口相談や訪問コンサルテ
ィング、専門家派遣等を通じ、中小企業の経営課題
の解決を図ります。

産学マッチング(P28)
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ支援活動・出張ｷｬﾗﾊﾞﾝ隊(P29)
新分野・新技術支援研究会(P31)
かわさきロボット競技大会(P32)
外国出願支援事業(P54)
各種セミナー・研修(P56)
情報誌「産業情報かわさき」(P68)
新産業政策研究(P69)

中小建設業者の経営改善を推進します。

住宅ﾘﾌｫｰﾑｾﾐﾅｰ･中小建設業者研究会(P46)
がんばるものづくり企業応援補助金（販路開拓
事業）(P21)

市内中小企業の販路開拓を支援します。

展示会への合同出展(P22)
川崎ものづくりブランド(P20)
先端技術見本市（ﾃｸﾉﾄﾗﾝｽﾌｧｰ）(P19)

中小企業等の資金の円滑な供給を推進します。

融資案内（創業支援）
（経営支援）(P1、P10)

地域の活性化の促進

地域特性を生かした新事業の創出支援や、経済活動の拠点形成の促
進に取り組みます。

商店街の機能向上や安全安心な施設整備を支援しま
す。空き店舗活用事業や創業者向け支援事業を実施
します。

中小企業団体・商店街施設整備補助金(P36)

川崎駅周辺について、都市ブランド力のある商業集
積地としての形成を図ります。

川崎駅周辺商業活性化事業補助金(P39)

地域コミュニティの核としての商店街を形成しま
す。
地域価値を高める商業地域の形成を推進します。

空き店舗活用アワード事業(P5)
商人（あきんど）デビュー塾(P6)

川崎駅周辺のタウンマネージメント(P42)
商店街魅力アップ支援事業(P37)
エリアプロデュース事業(P40)
魅力あふれる個店創出事業補助金(P38)
商業アドバイス事業(P41)

専門家派遣により商業の活性化を図ります。
かわさき名産品の宣伝や販路拡大に取り組みます。

Ｂｕｙかわさきフェスティバル(P43)
かわさき名産品の認定(P44)
がんばるものづくり企業操業環境整備助成制

中小製造業者の操業環境の整備・改善を推進します。

度（立地促進支援）(P15)
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）(P16)

立地環境や融資・助成制度などの情報を提供します。

人材の確保及び育成

かわさき工場立地情報(P67)

就業希望者の状況に応じた就業支援や、青少年への職業体験機会の
提供を行います。

専門の相談員等を配置した就業支援窓口の支援メニ
ューを中心に、相談から就職まで丁寧な就業支援を
行います。

雇用労働相談・勤労者福祉セミナー(P48)

ものづくりの魅力を若年層へ継承します。
市内最高峰の匠「かわさきマイスター」を認定し、
熟練した技能の活用・敬称、後継者育成などに取り
組みます。
市内中小企業従事者の福祉向上に寄与します。
雇用労働関係情報等の提供により、雇用労働環境の
向上に取り組みます。

加工技術体験講座(P59)

就業マッチング(P49)
就業支援ポータルサイト(P52)

かわさきマイスター事業(P50)
技能継承事業(P51)
勤労者福祉共済制度(P47)
労働資料の調査・刊行(P70)

海外市場の開拓等の 海外市場開拓等の促進のため、情報提供や相談対応等に取り組みま
促進
す。
海外展示会・商談会への出展等を通じ、海外での販
路開拓に係る機会を創出します。

川崎市海外ビジネス支援センター(P53)
川崎日中産業交流協会(P55)
川崎国際環境技術展(P23)

市内企業の新たな環境関連ビジネスの創出や国際的
なビジネスマッチングの場を提供します。

かわさきグリーンイノベーションクラスター
(P24)

受注機会の増大等

市が工事発注や物品・役務調達等を行うにあたり、市内中小企業者
の受注機会の増大や社会貢献の取組状況のしん酌に努めます。

市を挙げて中小企業の皆さんを応援します！
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融資案内（創業支援）
川崎市内で開業予定もしくは開業後５年未満等の中小企業の方々への融資制度とし
て、創業支援資金がございます。

■ 対象となる方

※法人・個人で要件が異なります

（１）アーリーステージ対応資金
①過去に事業を営んだことがなく、市内でこれから開業又は開業後５年未満の方
②事業を継続している会社により新たに設立（分社化）された会社で、事業を開始す
る具体的な計画を有する方又は設立後５年未満の方
③市内で開業後１年未満の方
（２）女性・若者・シニア起業家支援資金
上記（１）①、②の対象であり、代表者が女性、30 歳未満又は 50 歳以上の方
（３）新製品開発・新分野進出支援資金
原則として１年以上継続して同一事業を営み、自社技術等を使った新製品の開発を
しようとする製造業者等の方並びに新分野に進出しようとする方又は進出後１年未
満の中小企業者等の方
※上記（１）①、②及び（２）については、NPO 法人は対象外となります。

■ 内

容

（１）融資限度額
①アーリーステージ対応資金
3,000 万円
ただし、上記の対象となる方（１）③については 1,000 万円
②女性・若者・シニア起業家支援資金
3,000 万円
③新製品開発・新分野進出支援資金
3,000 万円
（２）融資利率（固定）
①アーリーステージ対応資金
年 2.2％以内（＊）
②女性・若者・シニア起業家支援資金
年 2.1％以内（＊）
③新製品開発・新分野進出支援資金
年 2.1％以内
（＊）又は制度所定変動金利（短プラ＋0.7％以内）
（３）返済方法
・運転資金
７年以内（据置期間１年以内を含みます）
・設備資金 10 年以内（据置期間１年以内を含みます）
※別途、川崎市信用保証協会所定の信用保証料が必要です。なお、一部制度の信用保証
料について、川崎市は補助、川崎市信用保証協会は引き下げをしています。
※その他、詳細についてはお問い合わせください。

■ 申込方法
申込書と必要書類をそろえ、取扱金融機関に提出してください。
金融課にて受付後、金融課でのヒアリング、中小企業診断士の現地訪問による企業診断、
取扱金融機関・川崎市信用保証協会による審査等があります。
※企業診断は一定の要件を満たした場合、免除・省略できます。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部金融課
（電話 044-544-1846、FAX 044-544-3263）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/77-25-1-0-0-0-0-0-0-0.html
川崎 中小企業

融資
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起業・創業を目指す方々を対象に、事業を成功に導く起業家精神や事業成功の条件に
ついて様々な視点から情報を提供します。

■ 対象となる方
起業・創業に関心のある市民・事業者等

■ 内

容

専門家や先輩起業家による講演や創業支援機関の支援策等の紹介を通して、起業・創業
にあたっての心構え、基礎知識を普及します。
（年２回開催予定）。
平成 28 年度実績
【日程】平成 28 年８月７日（日）
平成 29 年３月４日（土）
【会場】川崎市産業振興会館
【内容】基調講演、創業支援メニューの案内など

■ 利用方法
FAX 等でお申し込みください。開催日程、プログラム等の詳細が決まり次第、ホームペ
ージ等でご案内します。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団経営支援課（川崎市中小企業サポートセンター）
（電話 044-548-4141、FAX 044-548-4146）
関連施策

融資案内（創業支援）（P1）、かわさき起業家塾（P3）、
かわさき起業家オーディション（P4）、ベンチャー企業等成長促進支援（P9）
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かわさき起業家塾（ビジネスプラン作成支援セミナー）
経営者としての考え方・心構えや事業の立上げや経営に必要な実務のポイントの修得
とともに、具体的なビジネスプランの作成を目的としています。

■ 対象となる方
具体的なビジネスアイデアを持ち創業を目指す方や、起業後間もない事業者等

■ 内

容

「研修の主役は参加する起業家である」ことから、起業に関する知識を教え込むような
一方的な研修ではなく、
“自ら考え”
“仲間と議論し”
“不足スキルを身につける”ことによ
り、具体的で実効性の高いビジネスプランを作成していただきます。全日程を通じて、起
業・経営に精通した専任講師がサポートします。
平成 2９年度予定
９～10 月頃開催予定
平成 28 年度実績
【日
程】平成 28 年９月７日（水）～10 月 29 日（土）（全 10 回／28 時間）
【会
場】川崎市産業振興会館
【参加者数】14 名

■ 利用方法
メール、FAX 等でお申し込みください。
開催日程、プログラム等の詳細が決まり次第、ホームページ等でご案内します。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団経営支援課（川崎市中小企業サポートセンター）
（電話 044-548-4141、FAX 044-548-4146）
関連施策

融資案内（創業支援）（P1）、創業フォーラム（P2）、
かわさき起業家オーディション（P4）、ベンチャー企業等成長促進支援（P9）
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かわさき起業家オーディション
創業や新分野進出を前提としたビジネスアイデアを広く全国から公募し、優れたアイ
デアには発表機会の提供や資金調達・販路開拓の支援、投資家やビジネスパートナー等
とのマッチングなど各ステージに応じて継続的にアドバイスとサポートを行います。

■ 対象となる方
新規性・独創性のあるビジネスアイデアを有する個人、法人（個人事業主を含む）です。
所在地や国籍、事業分野などの制限は特にありません。

■ 内

容

専門家による３段階の審査により事業可能性を評価します。
① １次書類審査 ② ２次面接審査 ③ 最終選考会（プレゼンテーション）／公開
応募予定の方は、事業計画作成のために、専門家による相談事業をご利用いただけます。
平成 2９年度日程
第 107 回

第 108 回

第 109 回

第 110 回

応 募 締 切

5/30（火）

8/１（火）

10/３（火） 11/21（火） 1/16（火）

4/ 4（火）

第 111 回

第 112 回

１次書類審査 4/25（火） 6/20（火） 8/22（火） 10/24（火） 12/12（火） 2/6 （火）
２次面接審査

5/9（火）

6/27（火） 8/29（火） 10/31（火） 12/19（木） 2/15（木）

最終選考会

6/9（金）

7/21（金） 9/29（金） 12/ 1（金） 2/2（金）

3/16（金）

【主 催 者 賞】かわさき起業家大賞（市長賞）/かわさき起業家優秀賞/かわさき起業家賞/
かわさきビジネス・アイデアシーズ賞/審査員会特別賞
【関係団体賞】日本起業家協会賞/かわしん賞/かわしんビジネスチャレンジ賞/
（予定）

ＫＳＰ賞/川崎商工会議所会頭賞/はまぎん賞/起業家支援財団賞/
かわさき中小企業診断士クラブ応援賞/八千代銀行賞/よい仕事おこし賞/
富士通賞/NAGAYA かわさき賞/NAGAYA 起業家応援賞

【特

典】川崎市制度融資（創業支援資金）利用における経営診断の原則免除 ほか

■ 利用方法
所定の申込書に必要事項を記入し、応募締切日までに事務局に提出してください。応募
申込書はホームページからダウンロードいただけます。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団経営支援課（かわさき起業家オーディション事務局）
（電話 044-548-4143、FAX 044-548-4146、
http://www.kawasaki-net.ne.jp/bizidea/）
かわさき起業家オーディション

関連施策

創業フォーラム（P2）、かわさき起業家塾（P3）、かわさき新産業創造センター（P8）、
ベンチャー企業等成長促進支援（P9）
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空き店舗活用アワード事業
商店街の活性化を目的として、過去３年の間に商店街で開業したお店の実績と今後の
展望を募集し、審査の上、優秀なお店を表彰し、報奨金を授与します。

■ 対象となる方
商業活動を休止してから１ヶ月を経過した物件を活用し、平成 26 年４月１日～平成 29
年３月 31 日までの間に開業した、一般消費者を対象とするお店。詳細の要件はホームペ
ージから「川崎市空き店舗活用アワード事業実施要綱」をご覧ください。

■ 内

容

平成 29 年度予定
【大 賞】１件（賞金 30 万円＋賞状）
【優秀賞】２件（賞金 10 万円＋賞状）
【奨励賞】選考経過による（賞状）
平成 28 年度実績
【大

賞】Pizzeria＆BAR la mia fornace
（武蔵新城・イタリアン）
【優秀賞】カフェ くもい
（矢向・カフェ）
自家焙煎 大月珈琲店
（宿河原・カフェ）
【奨励賞】Mui（元住吉・カフェ）

Pizzeria＆BAR la mia fornace

■■ 利用方法
募集期間中にエントリーシートへ必要事項を
記入の上、添付書類を添えて、以下にご提出く
ださい。
募集期間・要項等の詳細につきましては、ホ
ームページ等でお知らせいたします。

カフェ くもい

自家焙煎 大月珈琲店

Mui

■ 問合せ先

川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2328、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-7-1-0-0-0-0-0-0-0.html
かわさきの商業
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川崎市内の商店街の空き店舗などで創業を予定または検討している方を対象に、業種別
（飲食業、物販・サービス業）のセミナー「商人（あきんど）デビュー塾」を開催します。

■ 対象となる方
川崎市内の商店街の空き店舗などで創業を予定または検討している方

■ 内

容

飲食業、物販・サービス業での創業に向けた、全 12 回（予定）の講座を実施します。
財務・ＩＴ・雇用等をテーマにした講座、店舗見学ツアー、川崎市の創業支援制度説明等
を通して、独立・創業の夢が現実となる実践的な知識・ノウハウが学べます。
【開催期間】６月上旬から８月上旬（予定）
【会
場】川崎市男女共同参画センター（すくらむ 21）
【定
員】20 名（要予約・先着順）
【受 講 料】6,000 円（初日に会場にてお支払い下さい）
【保
育】保育費 350 円、各回先着 10 名（事前要予約、１歳から就学前まで）

■ 利用方法
電話、FAX またはメールで、すくらむ 21 宛てにお申込みください。開催日程、プログ
ラム等の詳細が決まり次第、市政だより・ホームページ等でご案内します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2352、FAX 044-200-3920）
川崎市男女共同参画センター（すくらむ２１）
（電話 044-813-0808、FAX 044-813-0864、
E-mail scrum21@scrum21.or.jp）
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ソーシャルビジネス支援
地域活性化、少子高齢化対策、福祉など、地域・社会課題解決型ビジネスを考えてい
る方や関係者のために相談窓口の開設や担い手育成講座などを実施します。

■ 対象となる方
地域や社会の課題解決に資するビジネスに取り組む方、NPO 法人、企業等

■ 内

容

（１）相談窓口の開設（随時）
ソーシャルビジネス（以下ＳＢ）で新たに起業を希望する方及び既存の団体での活動を
希望する方に向けた相談窓口を開設しています。
（２）担い手育成講座等の開催
ＳＢに関心のある方等を対象に、ＳＢの起業・創業・就業等に資する講座を実施
します。
（平成 28 年度実績：全８回の連続講座を開催）
（３）ＳＢ分野新事業展開セミナーの開催
ＳＢ分野への進出に関心のある中小企業者を対象に、新事業展開や連携等の取組に
関するセミナーを実施します。
（４）かわさきＳＢメールマガジン（月１回程度配信）
ＳＢに関するセミナー・催し物をはじめ、助成情報や地域の事業者からの情報提供
など、メールマガジンを配信しています。メールマガジンの配信登録については、巻
末をご覧ください。
（５）ＮＰＯ法人支援資金
市内に主たる事務所を置く NPO 法人向けの融資制度です。詳細はお問い合わせく
ださい。
【融 資 期 間】つなぎ資金１年以内（一括返済）
【融資限度額】1,000 万円
【融 資 利 率】年 1.2％以内

■ 利用方法
詳細が決まり次第、ホームページ、チラシ、メールマガジン等でご案内します。
不明点は、下記にお問い合わせください。（平日 8:30-17:15）

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業政策部企画課〔（１）～（４）〕
（電話 044-200-2337、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-27-0-0-0-0-0-0-0-0.html
川崎経済労働局産業振興部金融課〔（５）〕
（電話 044-544-1846、FAX 044-544-3263）
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000017836.html）
かわさき ソーシャルビジネス
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資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

新事業の立ち上げを目指す個人や新分野・新事業進出を目指す企業等に対し、創業支
援・成長支援を行うビジネスインキュベーション施設です。平成 24 年に大型クリーンル
ームを備えた新館 NANOBIC がオープンし、ナノ･マイクロ領域における「加工・試作・計
測・評価」の一連の作業が可能な先端研究機器の共同利用を行っています。また、平成
30 年の開設を目指し、新たな産学交流・研究開発施設の整備を推進しています。

■ 対象となる方
創業を目指す個人、開業後５年以内の個人・会社等、新事業分野へ進出する会社、研究
成果を民間に移転しようとする大学・大学の教員 等

■ 内

容

（１）インキュベーション事業： マネージャーが常駐し、販路開拓や資金調達支援、
マッチング支援等のビジネスサポートを行います。
（２）産学連携： 大学等の技術シーズの提供、産学共同研究開発の支援等を行います。
（３）技術支援： 技術・特許に関する相談、支援機関や助成制度等の紹介を行います。
（４）機器共同利用： ３Ｄプリンターや大学が所有する先端研究機器が利用できます。
（要申請・有料）※入居者以外の方も利用できます。

■ 施設
新事業事務室（スモールオフィス８室・ラボ 33 室）、新事業研究室（21 室）、
クリーンルーム（約 750 ㎡）、一時利用研究室（２室）、
会議室、打合せスペース、アメニティ、試作室、CAD/CAM 研修室等

■ 利用方法
入居については、事業計画書とプレゼンテーション
に基づき、事業の成長性等について、各分野の専門家
によるヒアリングと、市の審査を通じて判断されます。

■ 問合せ先
かわさき新産業創造センター（KBIC）

（指定管理者）
公益財団法人川崎市産業振興財団・
三井物産フォーサイト株式会社 共同事業体
（電話 044-587-1591、FAX 044-587-1592）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/kbic/
KBIC

関連施策

KBIC 基盤技術セミナー・講習会（P60）
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NANOBIC

業

かわさき新産業創造センター（KBIC）

創

融

創

融

資

情報提供・
相談

補助金

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

業

ベンチャー企業等成長促進支援
大きな飛躍を目指して、新事業を立ち上げる個人、ベンチャー企業や新分野への事業
展開を行う中小企業等に対する個別・集中の成長支援として、ベンチャー企業支援経験
が豊富な専門家によるハンズオン支援と、投資家等へのプレゼンテーション機会を提供
します。

■ 対象となる方
市内に事業所を有する創業５年未満のベンチャー企業、新分野への事業展開を行う中小
企業、新たに法人を設立予定の個人 等

■ 内

容

支援対象企業に対して、以下の支援を行います。

ワークショップ

（１）支援対象企業の事業分野・課題等に応じた適切な専門家
による定期的な面談及び随時の相談、ワークショップ等の
ハンズオン支援
（２）投資家に対するプレゼンテーション機会

投資家へのプレゼンテーション

（３）その他の支援対象企業の成長に資する支援

■ 利用方法
支援対象企業の募集にあたっては、平成 29 年５月以降に公募を行う予定です。その後、
市の審査を通じて支援対象企業を決定します。
詳細は決定次第、市ホームページ・チラシ等でご案内します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-2407、FAX 044-200-3920）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

融資案内（経営支援）

■ 対象となる方
市内で事業を営む中小企業者等及び NPO 法人の方々

■ 内容（融資制度資金名・融資限度額・融資利率（固定）
）
（１）振興資金
2 億円 年 2.5％以内
（２）設備強化支援資金
（設備資金）2 億円 年 2.4％以内
（３）環境対策資金
２億円 年 1.9％以内
（４）海外展開振興資金
5,000 万円 年 1.9％以内
（５）小規模事業資金
3,500 万円 年 2.1％以内
（６）小規模事業資金（短期サポート型）
2,000 万円 年 1.2％以内
（７）小規模事業資金（小口サポート型）
2,000 万円 年 1.4％以内
（８）小規模事業資金（ミニ）
（運転資金）300 万円 年 1.3％以内
（９）小口零細対応小規模事業資金（★）
1,250 万円 年 2.0％以内
（10）経営安定資金
① 不況対策資金（５年型）
3,000 万円 年 1.5％以内
② 不況対策資金（１０年型）
8,000 万円 年 1.7％以内
③ 災害対策資金
8,000 万円 年 1.7％以内
④ 激甚災害対策資金
2 億 8,000 万円 年 1.7％以内
⑤ 借換支援資金
2 億 8,000 万円 年 1.8％以内
⑥ 経営力強化支援資金
2 億 8,000 万円 年 1.6％以内
⑦ 企業再建資金
2 億 8,000 万円 年 2.6％以内
（1１）創業支援資金（詳細については「融資案内（創業支援）」（P1）をご覧ください）
（1２）流動資産担保資金
2 億 5,000 万円 年 1.9％以内
（1３）産業立地促進資金
（運転資金）2 億 8,000 万円 年 2.0％以内
（設備資金）20 億円 年 2.1％以内
（1４）企業立地促進資金
2 億 8,000 万円 年 1.9％以内
（1５）福祉関連産業育成資金
5,000 万円 年 2.0％以内
（1６）福祉製品開発支援資金
5,000 万円 年 2.0％以内
（1７）NPO 法人支援資金
（つなぎ資金）1,000 万円 年 1.2％以内
※別途、川崎市信用保証協会所定の信用保証料が必要です。なお、一部制度において、川
崎市が信用保証料を補助しています。
※NPO 法人が利用できない資金については（★）印で示してあります。
※資金により条件が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

■ 利用方法
取扱金融機関に直接お申し込みください。場合により、市の認定書等が必要となります。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部金融課
（電話 044-544-1846、FAX 044-544-3263）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/77-25-1-0-0-0-0-0-0-0.html
川崎 中小企業

融資
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経営支援

中小企業の方々が必要とする事業資金の円滑化及び経営基盤の安定化を図るために、
川崎市が川崎市信用保証協会及び取扱金融機関と協調して行っている融資制度です。

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

窓口相談
経営支援

中小企業者や起業家が直面する様々な経営課題について、川崎市産業振興財団の派遣
登録専門家が無料でアドバイスをします。

■ 対象となる方
市内中小企業者や起業を目指している方等

■ 内

容

経営課題に応じて中小企業診断士・弁護士など各分野の産業振興財団の登録専門家が相
談員となりアドバイスします。１相談者当たりおおむね１時間以内とする無料の個別相談
です。
また、必要に応じてワンデイ・コンサルティング又は専門家派遣への展開もアドバイス
します。

■ 利用方法
電話でご希望の曜日を事前予約してください。
また、出張相談も実施しています。詳細は電話でお問い合わせください。
不 定 期

毎

週

第１、２、４週

毎

週

毎

週

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

13:30-16:30

13:30-16:30

13:30-16:30

13:00-16:00

13:30-16:30

創業・経営全般

創業・経営全般

経営に関する

受注・発注に

創業・経営全般

に関する相談

に関する相談

法律相談

関する取引斡旋

に関する相談

財団ﾏﾈｰｼﾞｬｰ等

弁護士

神奈川産業振興

中小企業診断士

センター職員

等

中小企業診断士
等

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団経営支援課（川崎市中小企業サポートセンター）
（電話 044-548-4141、FAX 044-548-4146）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/support-org/sm_soudan.html
川崎 産業振興財団

関連施策

窓口相談

専門家派遣（P12）、ワンデイ・コンサルティング（P13）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

専門家派遣

■ 対象となる方
中小企業者や起業を目指している方等

■ 内

容

１企業等あたり半日（３時間）を単位に 12 回まで専門家の派遣を受けられます。また、
課題が多岐の場合は、異分野の複数の専門家派遣も可能です。課題に応じた専門家の選定
や実施回数などもコーディネートします。
活用事例
・ 工場の作業標準、環境改善等の診断
・ 新製品開発に向けての指導
・ マーケティング戦略策定
・ 経営革新計画の策定助言
・ 経営者・管理者の人材育成
・ 従業員の人材能力開発

■ 利用方法
所定の様式にてお申し込みください（様式は、ホームページからのダウンロード、又は
電話、FAX 等にてお取り寄せください）。申込後、審査を行った結果で派遣の可否を決定
します。
受益者負担金（１回当たり 15,428 円）の納入をしていただいてからの派遣になります。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団経営支援課（川崎市中小企業サポートセンター）
（電話 044-548-4141、FAX 044-548-4146）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/support-org/senmonkahaken/
川崎 産業振興財団

関連施策

専門家派遣

窓口相談（P11）、ワンデイ・コンサルティング（P13）
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経営支援

中小企業者や起業家が直面する課題について、川崎市産業振興財団の登録専門家を企
業等に派遣し、問題点の解決を図るため実地に適正な診断・助言を行います。

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

ワンデイ・コンサルティング
経営支援

経営課題解決の支援を行う短期の訪問コンサルティングとして、中小企業、個人事業
者及びＮＰＯ法人を対象に適切な登録専門家を無料で派遣します。

■ 対象となる方
川崎市内に事業所がある中小企業者、又は、川崎市内で創業される計画をお持ちの方で、
次のいずれかに該当する方
（１）中小企業者及び商店街又は工業団体等の中小企業団体
（２）その他、これらに準じるもの

■ 内

容

中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、技術士等の専門家を派遣します。派遣期間
は１日（２時間程度）で、費用の自己負担は一切ありません（専門家謝金、交通費等実費
も不要です）。
相談事例
・ 新製品開発のための技術指導、販路開拓について相談したい。
・ 効き目の高いホームページ、広告宣伝、チラシでお客様の注目を集めたい。
・ 従業員のヤル気を引き出すために、就業規則や賃金制度を改定したい。
・ 新しい事業に取り組むにあたって、ビジネスプランづくりを専門家に相談したい。
（他にも多種多様なコンサルティング実績があります。）

■ 利用方法
所定の様式にてお申し込みください（様式は、ホームページからのダウンロード、又は、
電話、FAX 等にてお取り寄せください）。申込後に審査を行い、派遣を決定します。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団経営支援課（川崎市中小企業サポートセンター）
（電話 044-548-4159、FAX 044-548-4146）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/support-org/oneday.html
川崎 産業振興財団 ワンデイ

関連施策

窓口相談（P11）、専門家派遣（P12）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

がんばるものづくり企業応援補助金（経営改善事業）

■ 対象となる方
市内に事業所を有して１年以上事業を営む小規模製造業者及び小規模情報通信業者（※）。
ただし、１年未満でも市長の指定する施設等に入居している小規模製造業者及び小規模情
報通信業者は対象となります。
※概ね常時使用する従業員数が 20 人以下の製造業者、５人以下の情報通信業者

■ 内

容

（１）対象事業

市内の小規模事業者が安定した経営の継続に向けて実施する経営改善
事業（生産工程向上、人材育成、BCP 策定、事業承継）
（２）補 助 額 １件あたり、最高 50 万円
（３）補 助 率 補助対象経費の 1/2 以内（上限額 50 万円）
平成 2９年度予定
募集期間

４月３日（月）～28 日（金）

■ 利用方法
詳細は、３月下旬頃から市ホームページ等でご案内します。申請書類を直接下記へ持参
してください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、FAX 044-200-3920）
関連施策

新技術・新製品開発等支援事業補助金（P25）、
産学共同研究開発プロジェクト補助金（P26）
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経営支援

日本の製造業を支える市内の小規模事業者の安定した経営活動の継続に資する取組に
対して、経費の一部を助成します。

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

がんばるものづくり企業操業環境整備助成制度
経営支援

（立地促進支援）
工場跡地等に市内外の成長意欲の高い中小製造業者の立地を促進するため、市内の準
工業地域及び工業地域（一部対象外区域あり）において、中小製造業者が工場等を新増
設する事業に対して経費の一部を助成します。

■ 対象となる方
中小製造業者

■ 内

容

（１）対象事業 工場等を新増設する事業（既存の建物を賃借又は取得する場合を含む）
（２）助成限度額 3,000 万円
（３）助 成 率 助成対象経費の 1/５以内
平成 29 年度予定
募集期間 随時

■ 利用方法
詳細は、４月下旬頃から市ホームページ等でご案内します。下記まで事前にご相談くだ
さい。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2333、FAX 044-200-3920）
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資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

がんばるものづくり企業操業環境整備助成制度

市内中小製造業者が近隣の住環境との調和を図るために行う操業環境の改善（防音・
防振・脱臭対策等）に向けた取組に対して、経費の一部を助成します。

■ 対象となる方
市内（工業専用地域及び一部対象外区域を除く）に工場を有する中小製造業者

■ 内

容

（１）対象事業 工場の操業環境の改善（防音・防振・脱臭対策等）に資する事業
（２）助成限度額 300 万円
（３）助 成 率 助成対象経費の 3/4 以内
平成 29 年度予定
募集期間 平成 29 年 4 月下旬～平成 30 年 1 月（予定）
※予算がなくなり次第、終了

■ 利用方法
詳細は、４月下旬頃から市ホームページ等でご案内します。下記まで事前にご相談くだ
さい。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2333、FAX 044-200-3920）
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経営支援

（操業環境改善支援）

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

かわさきデータベース
川崎市の産業資源である基盤的技術等のモノづくり技術の活用を促進するため、市内
中小企業製造会社をデータベース化した検索サイトを運営します。また、各分野の専門
家を登録した人材データベースを運営します。

販路開拓

■ 対象となる方
中小企業製造者、各分野の専門家

■ 内

容

登録数＜平成 28 年３月 31 日現在＞
・ 市内中小企業製造業等：約 1,200 社
・ 専門分野別人材
：約 260 名
保有する独自技術や技術開発力の PR など、
当サイトを通じた情報ネットワークによる新規取引や販路拡大をめざします。
また、経営革新の向上を図る中小企業者を対象に、企業等の経営に関する診断・助言、
人材育成、技術向上のためのアドバイザーの情報を提供いたします。
企業交流掲示板も無料でお使いいただけます。

■ 利用方法
閲覧は随時ご覧いただけます。
「かわさきデータベース」のホームページをご覧ください。
企業登録及び人材登録に関しては登録制（登録無料、審査有）です。
※ 審査結果によりご登録いただけない場合もございます。
http://www.kdb.kawasaki-net.ne.jp/KDB/index.jsp
かわさきデータベース

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団事業推進課
（電話 044-548-4119、FAX 044-548-4110）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

受・発注商談会－川崎会場
中小企業者の取引拡大のきっかけづくりのため、広く市内外から受注企業と発注企業
が一堂に会する「受・発注商談会」を開催します。

販路開拓

■ 対象となる方
中小製造業者

■ 内

容

平成 2９年度予定
【期
日】平成 29 年９月２７日(水)
【会
場】川崎市産業振興会館（予定）
【参 加 費】無料
【参加予定数】発注企業：約 40 社、受注企業：約 300 社
【参 加 申 込】６月中旬頃に申込案内を配布します。

前回（平成 2８年９月）の様子

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団経営支援課（販路開拓担当）
（電話 044-548-4119、FAX 044-548-4110）
公益財団法人神奈川産業振興センター
（電話 045-633-5067、FAX 045-633-5068）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

先端技術見本市（テクノトランスファー）
市内外の企業の先端的な製品・技術や大学等の研究成果を展示するとともに、各種イ
ベントを通じて、ビジネスマッチングの場を創出し、販路開拓や取引拡大を支援するこ
とを目的に開催する見本市です。

販路開拓

■ 対象となる方
本見本市出展を通じて製品・技術等の PR を希望する事業者等

■ 内

容

見本市の開催を通じて、事業者の販路拡大支援を行うとともに、出展者間の情報交換、
ビジネスマッチング等を進めます。また、併催行事として講演会やセミナー、企業交流会
などを開催します。
平成 29 年度予定
【日程】平成 29 年７月 12 日（水）～14 日（金）
【会場】かながわサイエンスパーク（KSP）
平成 28 年度実績
【日程】平成 28 年７月６日（水）～８日（金）
【会場】かながわサイエンスパーク（KSP）
【規模】出展者数
116 社・団体
出展小間数 124 小間

■ 利用方法
出展申込期間は１月～４月です。
テクノトランスファーin かわさきのウェブサイトからお申し込みください。
http://www.tech-kawasaki.jp/
テクノトランスファー

■ 問合せ先
公益財団法人神奈川産業振興センター テクノトランスファーin かわさき事務局
（電話 045-633-5170、FAX 045-633-2556）
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、FAX 044-200-3920）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

川崎ものづくりブランド
市内の中小製造業が開発した優れた製品・技術を認定し、国内外に広く発信すること
により、販路拡大を支援することを目的に「川崎ものづくりブランド」認定事業を実施
しています。

販路開拓

■ 対象となる方
市内の中小製造業者等

■ 内

容

認定された場合は、次の特典が受けられます。
・ 認定盾・認定証の交付
・ ロゴマーク使用権利の付与
・ 認定製品紹介冊子への掲載
・ 川崎市産業振興会館等での常設展示
・ 川崎ものづくりブランド公式ホームページへの掲載
・ 国内最大級インターネット上の常設展示会への掲載
・ マスコミ等へのＰＲ支援
・ 見本市等への出展支援（出展料助成等）
・ 融資相談・アドバイザーの派遣
・ 川崎市関係部局への認定製品の情報提供 など

■ 利用方法
９月頃に募集を行い、審査のうえ決定します。詳細はホームページでご案内します。

■ 問合せ先
川崎ものづくりブランド推進協議会事務局
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、FAX 044-200-3920）
川崎商工会議所企画広報部
（電話 044-211-4112、FAX 044-211-4118）
http://www.k-monobrand.com
川崎ものづくりブランド

20

融

資

情報提供・
相談

補助金

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

がんばるものづくり企業応援補助金（販路開拓事業）
市内中小企業の情報発信力の強化、販路開拓、取引機会の拡大を支援するため、市内
中小企業等が行う新製品開発後の検査や展示会への出展に要する経費の一部を助成しま
す。

販路開拓

■ 対象となる方
市内に事業所を有して１年以上事業を営む中小製造業者及び中小情報通信業者又は組合
等。ただし、１年未満でも市長の指定する施設等に入居している中小製造業者及び中小情
報通信業者は対象となります。

■ 内

容

（１）対象事業
（２）補 助 額
（３）補 助 率

新製品開発後の検査・展示会出展に関する経費への補助
１件あたり、上限 15 万円
（川崎ものづくりブランド認定企業は、上限 20 万円）
補助対象経費の 1/2 以内

平成 29 年度予定
募集期間

４月３日（月）～28 日（金）

■ 利用方法
詳細は、３月下旬頃から市ホームページ等でご案内します。申請書類を直接下記へ持参
してください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、FAX 044-200-3920）
関連施策

新技術・新製品開発等支援事業補助金（P25）、
産学共同研究開発プロジェクト補助金（P26）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

展示会への合同出展
市内中小企業の技術・製品のＰＲのため、展示会での合同出展を実施して、取引機会
の拡大、ビジネスチャンスの獲得を支援します。

販路開拓

■ 対象となる方
市内に事業所を有する中小企業等

■ 内

容

市内中小企業数社と合同で展示会に出展します。
平成 2９年度予定
【展 示 会】テクニカルショウヨコハマ 2018
【日
程】平成 30 年２月７日（水）～９日（金）
【会
場】パシフィコ横浜
【出展企業】川崎市内企業 30 社程度
平成 2８年度実績
【展 示 会】ネプコンジャパン 2017
【日
程】平成 29 年１月 18 日（水）～20 日（金）
【会
場】東京ビッグサイト
【出展企業】川崎市内企業７社 他

■ 利用方法
詳細は、市ホームページ等でご案内します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、ＦＡＸ 044-200-3920）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

川崎国際環境技術展
企業等が有する優れた環境技術・製品等を川崎から広く国内外へ情報発信し、国内外
の企業とのビジネスマッチングの場を提供することで、環境分野での産業活性化を目指
す「川崎国際環境技術展」を開催します。

販路開拓

■ 対象となる方
環境技術・製品等を有する事業者等

■ 内

容

環境技術・製品の情報を広く国内外に情報発信し、来場者等とのビジネスマッチングの
場を提供します。
平成 2９年度予定
平成 30 年２月上旬に開催予定
平成 2８年度実績
【日
程】平成 29 年２月 16 日（木）、17 日（金）
【会
場】とどろきアリーナ
【出展者数】133 団体
毎年多くのビジネスマッチングが
【来場者数】15,500 人
行われる展示会場

■ 出展者募集・入場料
出展者募集については、下記「川崎国際環境技術展」ホームページや「産業情報かわさ
き」（川崎市産業振興財団発行）等にてお知らせします。
入場料については無料です。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局国際経済推進室
（電話 044-200-2313、FAX 044-200-3920）
http://www.kawasaki-eco-tech.jp/
かわさきエコテック
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資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

かわさきグリーンイノベーションクラスター

■ 対象となる方
環境技術・製品等を有し、国内外での新たな展開を目指す市内外の企業、団体等

■ 内

容

かわさきグリーンイノベーションクラスターは、次の３つのサポート機能を有します。
（１）川崎市の各部署や支援機関が有する多様な施策活用の相談
（２）国内外の環境ニーズや国内外の支援機関による公募等に関する情報提供
（３）川崎市との連携・協働による新たな環境ビジネスを実現するための事業展開支援
平成 2９年度 予定
（１）支援機関のスキームを活用した国内外での事業展開支援
・（独）国際協力機構（JICA）や環境省のスキームを活用した事業展開支援（随時）
（２）フォーラム・セミナー等の開催
・クラスターの取組を紹介するフォーラム等
・新規事業展開のヒントになるセミナー
・ビジネス交流会
平成 2８年度 実績
（１）支援機関のスキームを活用した国内外での案件形成（計 2 件）
・川崎エコタウンにおける IoT を活用した資源循環システム高度化に向けた調査
・ヤンゴン市における都市間連携による JCM（二国間クレジット制度）案件形成可能性調査

（２）フォーラム及びセミナーの開催（計 4 回）
・クラスターの取組を紹介するフォーラム等の開催（年 2 回）
・新規事業展開のヒントになるセミナーの開催（年 2 回）

■ クラスターへの加入方法
下記までお問い合わせください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局国際経済推進室
（電話 044-200-2335、FAX 044-200-3920、
Email 28keisu@city.kawasaki.jp）
https://www.kawasaki-gi.jp/
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セミナー開催の様子

販路開拓

かわさきグリーンイノベーションクラスターは、川崎市とクラスター会員が協働し、
それぞれが持つ環境技術・ノウハウを活用しながら、環境産業の振興と国内外への技術
移転を通じて国際貢献を実現する主体の集まりです。川崎市とともに環境面で優れた取
組を行う市内外の企業、NPO、大学、学識者、支援機関、行政など多様な主体で構成し、
新たな取組の創出と価値の向上、社会に貢献をするネットワークを目指しています。

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

新技術・新製品開発等支援事業補助金
中小企業の技術開発力や製品開発力を強化し、ものづくり産業の活性化を図るため、
市内中小製造業が行う新技術・新製品の開発に要する経費の一部を助成します。

■ 対象となる方
市内に事業所を有して１年以上事業を営む中小製造業者及び中小情報通信業者（ただし、
１年未満でも市長の指定する施設等に入居している中小事業者は対象となります）。
新製品・新分野

■ 内

容

（１）対象事業

対象者が単独又は異業種企業等と連携して新技術・新製品開発を
行う事業
（２）補 助 額 １件あたり 100 万円以内
（３）補 助 率 補助対象経費の 1/2 以内
平成 2９年度予定
募集期間

４月３日（月）～24 日（月）

■ 利用方法
詳細は、３月下旬頃から市ホームページ等でご案内します。申請書類を直接下記へ持参
してください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、FAX 044-200-3920）
関連施策

産学共同研究開発プロジェクト補助金（P26）、産学マッチング（P28）
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セミナー・
研修・イベント
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産学共同研究開発プロジェクト補助金
中小企業のイノベーションを促進するため、今後、成長が見込まれる産業分野におい
て、市内中小企業等と大学・研究機関等とが連携して行う高度な研究開発プロジェクト
に要する経費の一部を助成します。

■ 対象となる方

■ 内

容

大学（大学院を含む）及び短期大学、高等専門学校、専修学校と共同で行う新製品等の
研究開発を支援します。
（１）対象テーマ 新製造技術分野、情報通信関連分野、環境関連分野、
新エネルギー・省エネルギー関連分野、ナノテク・材料分野、
医療・福祉関連分野、生活文化関連分野 等
（２）補 助 額 １件あたり 500 万円以内
（３）補 助 率 補助対象経費の 2/3 以内
平成 29 年度予定
募集期間

４月３日（月）～４月 24 日（月）

■ 利用方法
詳細は、３月下旬頃から市ホームページ等でご案内します。申請書類を直接下記へ持参
してください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、FAX 044-200-3920）
関連施策

新技術・新製品開発等支援事業補助金（P25）、産学マッチング（P28）、
コーディネート支援活動・出張キャラバン隊（P29）、
新分野・新技術支援研究会（P31）
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新製品・新分野

今後、成長が期待される産業分野において、大学等と連携して新製品等の研究開発を行
う市内の中小企業等（なお、大学等の所在地は問いません）。

融

資

情報提供・
相談

補助金

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

ナノ・マイクロ機器利用促進補助金
「新川崎・創造のもり」のナノ・マイクロ技術の研究装置の利用にかかる経費の一部
について、助成します。

■ 対象となる方
川崎市内に事業所を有する中小企業及び中小企業団体
新製品・新分野

■ 内

容

産学連携による新技術や新製品の開発を促進し、地域産業の振興を図るため、川崎市内
の中小企業等が４大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム（※）の保有す
る「新川崎・創造のもり」のナノ・マイクロ技術の研究装置等を利用するための費用の一
部に対して補助金を交付します。
※ ４大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムは、慶應、早稲田、東工大、東大
の４大学によるナノテク研究の連携組織であり、川崎市との連携のもと、研究成果を地域産
業の活性化に活かしていくとともに、先端科学技術による世界への貢献につなげることを目
指しています。同コンソーシアムは、「新川崎・創造のもり」内にナノ・マイクロ技術の研
究装置を設置し、企業に開放利用を行っています。
研究装置の一例：４元マグネトロンサイドスパッタ装置

４大学研究機器紹介ページ
http://open-labo.skr.jp/

広範囲に均一な膜がほしい、コンタミが少なく成膜したい、
真空を破ることなく複数種成膜したい、という方におすすめの装置です。
他にも３０機種を超えるラインナップがあります。
芝浦メカトロニクス（株）
ＣＦＳ－４ＥＰ－ＬＬ

装置のご見学、ご利用をご希望の方は、下記問合せ先までご連絡ください。

【補助率及び補助限度額】
補助対象経費の 1/2 以内、１件あたり 40 万円以内
平成 29 年度予定
募集期間 平成 29 年４月～平成 30 年１月末まで
※予算がなくなり次第、終了

■ 利用方法
補助金の詳細情報は、市ホームページ等でご確認ください。
申請書類は、下記へ持参してください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-2407、FAX：044-200-3920）
関連施策

産学共同研究開発プロジェクト補助金（P26）、ナノ・マイクロセミナー・ナノ茶論（P62）
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産学マッチング～産学連携・産産連携・ネットワークづくり～
中堅・中小企業と市内外に立地する大学、連携機関との交流を促進し、新技術や新たな産
業が創出される活力ある地域を目指して、
「研究シーズを活用した中小企業の新製品、新事業
開発」や「中堅・中小企業による大学研究ニーズの具現化・事業化」を推進しています。

■ 対象となる方
産学連携・産産連携に関心のある中小製造業者、大学、技術移転機関等

容

大学・企業のパートナー探しの窓口として、近隣の大学と連携し、産学交流を通じて中
小企業の新製品開発、新事業展開を推進しています。大学・技術移転機関の紹介、企業同
士のビジネスマッチングなど、産学・産産のネットワークづくりのお手伝いをします。

■ 利用方法
下記までお問い合わせ
ください。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団新産業振興課
（電話 044-548-4113、FAX 044-548-4151）
関連施策

先端技術見本市（P19）、新技術・新製品開発等支援事業補助金（P25）、
産学共同研究開発プロジェクト補助金（P26）、
コーディネート支援活動・出張キャラバン隊（P29）、新分野・新技術支援研究会（P31）
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■ 内

融

資
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コーディネート支援活動・出張キャラバン隊
新規事業展開に活用できる各種支援施策の情報提供・連携先紹介・課題解決等を目的
に出張型ワンストップサービスを実施します。

■ 対象となる方
新製品・新技術開発などの新たな事業に取り組む中小製造業者
新製品・新分野

■ 内

容

広範かつ専門的知見を有する企業 OB や大学研究者、民間専門家等のコーディネータと
関東経済産業局や神奈川産業技術センター、地域金融機関などの連携機関とともに、直接
企業を訪問して支援ニーズをヒアリングすることにより、各種支援施策の情報提供や連携
先の紹介など新たな事業展開に資する支援を行います。

■ 利用方法
下記までお問い合わせください。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団新産業振興課
（電話 044-548-4152、FAX 044-548-4151）
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、FAX 044-200-3920）
関連施策

新技術・新製品開発等支援事業補助金（P25）、
産学共同研究開発プロジェクト補助金（P26）、産学マッチング（P28）
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知的財産交流事業
大企業等が保有している特許や技術等の知的財産を中小企業に移転し、中小企業の新
製品開発等の新たな事業展開を支援します。

■ 対象となる方
新製品開発等の新たな事業展開を図ろうとする中小企業等

容

知的財産を切り口に大企業等と中小企業が相互に交流する場を提供します。
平成 29 年度予定
（１）知的財産シンポジウム 年１回
日程：平成 29 年７月 14 日（金）※予定
場所：かながわサイエンスパーク（KSP）
内容：大企業等によるシーズプレゼンテーション、個別マッチングなど
（２）知的財産マッチング支援
・地域の産業団体や金融機関と連携した知的財産交流会（年４回程度）
・知的財産コーディネータによるマッチング及び事業化支援（随時）
（３）川崎モデル知財交流全国展開事業
・全国の自治体と連携して知的財産交流のネットワークを拡大
（宮崎県、栃木県、愛知県、富士宮市、柏崎市 ほか）
これまでの実績
・参 加 す る 大 企 業 等：富士通、NHK エンジニアリングシステム、日本電信電話、
ミツトヨ、中国電力、イトーキ、シャープ、富士ゼロックス、
京セラコミュニケーションシステム、NEDO ほか
・マッチング成立件数：25 件（平成 19～28 年度）

■ 利用方法
下記までご相談ください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業政策部企画課
（電話：044-200-3896、FAX：044-200-3920）
公益財団法人川崎市産業振興財団新産業振興課
（電話：044-548-4139、FAX：044-548-4151）
関連施策

知的財産スクール (P57)
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新分野・新技術支援研究会
企業における新製品、新事業開発への基盤づくりを目指す会員制の研究会です。

■ 対象となる方
新製品・新事業開発に関心のある事業者等

■ 内

容

新製品・新分野

５つの専門研究会を設置し、定期的に開催し情報交換・意見交換を行います。
また、会員相互や一般企業・研究機関等との技術・情報の交流推進や、企業の具体的な
課題解決の支援、技術・研究開発に関する各種セミナーなども実施しています。
平成 29 年度予定
（１）
（２）

研 究 会：４研究会（全 20 回開催予定）
合同研究会：平成 30 年３月開催予定

平成 28 年度実績
（１）
（２）

研 究 会：５研究会（全 25 回開催）
合同研究会：平成 29 年３月 30 日（木）開催

■ 利用方法
当研究会は会費制で運営しています。
年会費１社 50,000 円で、５つの研究会に１社何名様
でもご参加いただけます。
個別研究会のみも可能です。（１研究会 15,000 円）
入会に関しては下記にお問い合わせください。
※ 体験聴講（無料）も可能です。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団事業推進課
（電話 044-548-4119、FAX 044-548-4110）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/nft/index.html
新分野・新技術支援研究会
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かわさきロボット競技大会
青少年がロボットの製作を通じて具体的なものづくりを体験する場を提供し、次世代
産業を担う技術者の育成、技術力向上を図る目的で開催します。

■ 対象となる方

■ 内

容

創造力、設計力、デザインも含めたものづくりの基本要素を含む生きた技術教材として
制作したロボットによる対戦競技大会を、企業や学校などでの技術者育成の場として、
さらには先端ロボット技術の発展と新産業創造の場として開催する『門戸開放型の競技大
会』です。また、今年度新たにセンサー系を組み合わせたテクノ・クエスト部門を開催し
ます。
平成 29 年度予定
平成 29 年８月 25 日（金）～27 日（日）
バトルロボット部門・Ｊｒ.ロボット部門・（新規）テクノ・クエスト部門
平成 28 年度実績
平成 28 年８月 19 日（金）～21 日（日）開催
・ バトルロボット部門 参加：230 チーム
・ Jr.ロボット部門
参加：27 チーム
（１）ロボットづくり体験学習教室 平成 28 年５月～８月（全４回実施）
（２）Ｊｒ.ロボット部門 平成 28 年８月 13 日（土）・21 日（日）
・ ロボットミニ見本市

■ 利用方法
バトルロボット部門は、ロボットの設計・製作図面、
添付した書類による資格審査があります。
Jr.部門は応募多数の場合は抽選になります。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団事業推進課
（電話 044-548-4117、FAX 044-548-4110）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/robo/
かわロボ
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大会の様子

新製品・新分野

（１）バトルロボット部門
高校生以上で１チーム原則として４名で構成 ※ 全国どこからでも参加可能
（２）Ｊｒ.ロボット部門
川崎市内外在住の小学３年生～中学生を含む２名～４名でチームを構成
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ウェルフェアイノベーションフォーラム
産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値を創造する「ウェルフェアイノベーショ
ン」を推進するため、
「産業と福祉のハブ機能」として、企業等の産業分野と福祉施設等
を営む福祉分野の関係者とのネットワークの形成の場を提供し、関係者間の共同による
事業展開に対して、様々な支援を実施します。

■ 対象となる方
新製品・新分野

福祉・介護分野に取り組んでいる、または関心のある事業者・研究機関等

■ 内

容

福祉・介護産業に関する情報提供や福祉関連事業の事例紹介等を実施するとともに、福
祉・介護分野に取り組んでいる、または取り組もうとしている中小企業や福祉施設の運営
事業者や社会福祉法人等、福祉関係者のマッチングの場を提供します。
また、関係者間の共同による事業（プロジェクト）に対し、専門コーディネーター等を
派遣するとともに、市が掲げる分野の福祉製品・サービス開発に対して、資金的支援を行
う補助事業等を実施します。
【フォーラム等の開催】
年複数回開催
【福祉製品・サービス開発支援補助事業】
本市の福祉・介護分野における課題を解決し、
ウェルフェアイノベーションの推進に資する
福祉製品・サービスの開発に対して補助を行います。
ウェルフェアイノベーション
・補助限度額 100 万円以下
フォーラム
・採 択 件 数 ５件程度

■ 利用方法
フォーラムへの参画をお申し込みいただく必要がございます。下記問合せ先までご相談
ください。補助事業については、４月以降にホームページ・メールニュース等でご案内し
ます。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-2513、FAX 044-200-3920）

関連施策

融資案内（経営支援）（P10）、福祉製品の開発支援・導入促進（P34）、
かわさき基準による福祉製品の認証（P35）
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福祉製品の開発支援・導入促進（補助・融資制度）
福祉製品の創出を支援するため、製品の開発や改良、販路開拓に関する各種支援を行
います。

■ 対象となる方
福祉製品の開発を行う市内事業者

容

（１）開発・製品化支援（融資制度）
・ 福祉製品を開発・改良するための運転資金、設備資金に対し融資します。
【融資限度額】5,000 万円
【融 資 利 率】2.0％以内
（但し、開業、新製品・新分野の場合は異なります）
【融資対象者】市内中小企業事業者
（２）展示会出展支援（補助制度）
福祉機器をテーマとする展示会に出展する場合、出展料に対し補助します。
【補助限度額】20 万円
【補 助 率】1/3 以下
【補助対象者】市内中小企業事業者（複数事業者による共同出展も可）
【募 集 時 期】４月１日以降（予定） ※交付決定７月（予定）
（３）製品導入促進支援（補助制度）
市内の施設等を管理する事業者が、市内企業等が開発・製造する福祉製品や
「かわさき基準（KIS）認証製品」（P35 参照）を購入・設置する場合、その経
費に対し補助します。
【補助限度額】50 万円
【補 助 率】1/2 以下
【補助対象者】市内事業者（福祉施設、商店街、ホテル、スポーツ施設等）
【募 集 時 期】４月１日以降、随時

■ 利用方法
申請内容等の詳細については、４月にホームページ・メールニュース等でご案内します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-2513、FAX 044-200-3920）
関連施策

融資案内（経営支援）（P10）、ウェルフェアイノベーションフォーラム（P33）、
かわさき基準による福祉製品の認証（P35）
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かわさき基準による福祉製品の認証
「自立支援」を中心概念とした本市独自の福祉製品のありかたを示した基準である「か
わさき基準 (Kawasaki Innovation Standard：KIS)」による福祉産業の振興を推進し、
川崎発福祉製品の創出を支援します。

■ 対象となる方
福祉製品の製造・販売等を行っている事業者等
新製品・新分野

■ 内

容

川崎市独自の福祉製品のあり方を定めた基準、かわさき基準に基づき、福祉製品の評価・
認証を行います。評価結果は応募者の方にフィードバックし、製品の開発・改良を支援し
ます。認証された場合は、KIS マークを利用することができるとともに、パンフレット等
による広報を行います。
また、認証製品については、モニター評価事業の対象製品として活用事例蓄積の支援を
行うほか、川崎市高齢社会福祉総合センターでの展示等による、認証福祉製品の PR を行
います。

骨伝導耳かけ式「ボン・ボイス」

ハンドコントロール

なでなでワンちゃん（３種）

■ 利用方法
かわさき基準や認証事業スケジュール等の詳細については、ホームページやチラシ（市
公共機関に配布）でご案内いたします。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-3226、FAX 044-200-3920）
かわさき基準

関連施策

融資案内（経営支援）（P10）、ウェルフェアイノベーションフォーラム（P33）、
福祉製品の開発支援・導入促進（P34）
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中小企業団体・商店街施設整備補助金
商店街や中小企業団体等の協業化及び環境整備を推進するために中小企業団体等が設
置する共同施設に対して助成します。

■ 対象となる方
商店街振興組合、商店街事業協同組合、任意商店街及び中小企業事業協同組合

■ 内

容

商店街や中小企業共同組合等が持つ共同施設の整備に対して助成します。

■ 利用方法
毎年７月に開催される商店街補助制度説明会にご出席いただき、８月下旬までに翌年度
の補助制度利用希望調査用紙を商業振興課に提出してください。
中小企業事業協同組合については、７月下旬頃からホームページで翌年度の補助制度利
用希望のお知らせを掲載します。
商店街の街路灯や商店街モール等、共同施設を複合的・総合的に整備する場合は、２年
度前に計画書の提出が必要になりますので、詳しくは商業振興課までお問い合わせくださ
い。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2328、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-7-1-0-0-0-0-0-0-0.html
かわさきの商業
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業

※補助率や補助限度額等については、申請団体や対象となる施設により変動します。

商

対象事業例
・街路灯（LED 化等）の整備
・防犯カメラの設置
・AED の設置
その他にもさまざまな対象事業がありますので、詳細は HP をご確認ください。
【補 助 率】20％～50％
【補助限度額】200 万円～800 万円
【最低事業費】10 万円～50 万円
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商店街魅力アップ支援事業
商店街が実施するイベントや情報発信などのソフト事業に対して助成します。

■ 対象となる方
商店街振興組合、商店街事業協同組合及び任意商店街、業種組合 等

■ 内

容

商
業

以下の事業に対して助成します。
（１）活性化研究会・講習会事業
商店街と地域の活性化を目的として実施する研究会・講習会等の事業及びプラン
策定とそれに伴う実験的事業
（２）地域貢献事業
地域の課題解決等を目的に実施する自転車対策、子育て支援等
（３）情報発信事業
商店街の周知を図るための情報誌やマップ、ホームページ作成等
（４）イベント事業
地域団体と連携し、交流促進や賑わい創出等を目的として実施するイベント
【補 助 率】Ａ評価事業：50％以内、Ｂ評価事業：20％以内、Ｃ評価事業：10 万円
【補助限度額】Ａ評価事業：300 万円以内、Ｂ評価事業：200 万円以内
【最低事業費】活性化研究会・講習会事業、地域貢献事業：30 万円
情報発信事業
：20 万円
イベント事業
：50 万円

■ 利用方法
毎年７月に開催される商店街補助制度説明会にご出席いただき、８月下旬までに翌年度
の補助制度利用希望調査用紙を商業振興課に提出してください。
その後、希望する評価に併せて提出していただいた応募書類に対して審査を行い、助成
内容を決定します。
【Ａ 評 価 を 希 望 す る 事 業】→ 書類審査＋プレゼンテーション（質疑応答含む）
毎年２月頃、応募書類及びプレゼンテーション等の内容に基づき、助成内容を決定
します。
【Ａ評価以外のすべての事業】→ 書類審査
年３回（２月、５月、８月頃）、応募書類等の内容に基づき、助成内容を決定します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2328、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000018570.html
かわさきの商業
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魅力あふれる個店創出事業補助金
意欲とアイデアのある市内商業者（個店）や商業者グループ、商店街団体が実施する
地域のイメージアップや活性化につながる事業を支援します。

■ 対象となる方
・ 市内の商業者（個店）：市内に店舗及び事業所を有する中小企業商業者
・ 商 業 者 グ ル ー プ：市内の商業者が３者以上集まり、活動している任意団体
・ 商

店

■ 内

街

団

体：市内の任意または法人格を有する商店街の団体

容

新たな連携・協働や先進的・意欲的な事業による市内商業の活性化を目的として、

助

率】

補助対象経費の 1/2 以内

【補

助

額】

30 万円以内

【最低事業費】

業

【補

商

審査会で効果が高いと認められた事業に対し、補助します。

10 万円

対象事業例
・ 個店グループによる地域密着型の活動推進、商品・メニュー・サービス開発、情報発信
・ 地域の名産品を活用したＢ級グルメの開発
・ 個店の職人技や地域のお役立ち情報の発信事業
・ 地域資源を活かした新商品・新メニュー開発事業
・ 商店街や商業者グループが実施する街バル・まちゼミ

■ 利用方法
募集期間内に申請書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて、商業振興課に提出し
てください。一次審査（書類審査）と二次審査（プレゼンテーション）を実施し、対象者
を決定します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2328、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000018526.html
かわさきの商業
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川崎駅周辺商業活性化事業補助金
川崎駅周辺（中心市街地）における商業の活性化を目指し商店街等が実施する地域活
性化を推進するソフト事業に対して助成します。

■ 対象となる方
川崎駅周辺（中心市街地）の商店街団体及び商店街団体等で構成する実行委員会

■ 内

容

商
業

以下の事業に対して助成します。
（１）活性化研究会・講習会事業
商業活性化と地域振興を目的として実施する研究会・講習会等の事業及び計画等
の策定とそれに伴う実験的事業
（２）地域貢献事業
地域の課題解決等を目的として実施する自転車対策、子育て支援等
（３）情報発信事業
商店街の周知を図るための情報誌やマップ、ホームページ作成等
（４）イベント事業
回遊性向上や賑わい創出等を目的として実施するイベントで商業活性化につなが
る事業
【補 助 率 等】
構成団体数により補助率及び補助限度額を次のとおり定めます。
（予算の状況によって変動します。）
構成団体数

１～５団体

６～10 団体

11 団体以上

補助率の上限

20％

30％

50％

補助限度額

1,000 千円

3,000 千円

7,000 千円

【最低事業費】
補助対象経費 50 万円

■ 利用方法
毎年７月に開催される商店街補助制度説明会にご出席いただき、８月末日までに翌年度
の補助制度利用希望調査用紙を商業振興課に提出してください。（予定）

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2352、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-7-1-0-0-0-0-0-0-0.html
かわさきの商業
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エリアプロデュース事業
商店街を中心とするエリアが抱える課題を解決するために、継続的に専門家を派遣し、
課題解決と地域商業の活性化に向けた情報提供や助言指導を行います。

■ 対象となる方
商店街振興組合、商店街事業協同組合及び任意商店街

■ 内

等

容

商店街等の商業集積エリアが抱える課題の解決と地域商業の活性化を目的として、無料
で専門家を継続的、集中的に派遣します。
今までに扱った主なテーマ

専門家を交えた研究会の様子

子育て世代を対象にした商店街マップ

■ 利用方法
１月から翌年度の公募が開始されるので、2 月末日までに所定の申請用紙を下記まで提
出してください。
講師の派遣は無料ですが、派遣期間は原則３年間となります。また、年度ごとに更新の
申請が必要となります。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2328、FAX 044-200-3920）
川崎商工会議所中小企業振興部幸支所
（電話 044-555-0301、FAX 044-555-0368）
40

業

ママとシニアに優しい商店街プロジェクト
安心・安全な街づくり事業
フェイスブック等を活用した情報発信強化・商店街マップ作成
登戸エリアの将来ビジョンの検討と人材育成

商

・
・
・
・
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商業アドバイス事業
商店街や商業者グループ等が抱える様々な課題に対して、無料で各分野の専門家を派
遣し、研究会・講習会の開催を通じて、課題解決に向けた情報提供や助言指導が受けら
れます。

■ 対象となる方
・ 商店街・協同組合等の中小企業団体
・ 市の商業振興施策と連携・連動して利用する商業者や商業者グループ
※商 業 者 ( 個 店 )：市内に店舗及び事業所を有する中小企業商業者等
※商業者グループ：市内の商業者が３者以上集まり、活動している任意団体

商

■ 内

容

業

中小企業団体等の要望に応じ、その団体の抱える課題を解決するために、無料で専門家
を派遣します。平成 22 年度から効果的な商業振興を行うために、他の商業振興事業に連
携・連動する商業者や商業者グループにも、無料で専門家を派遣します。
扱うテーマと利用者（団体）の意向により、研究会・講習会のいずれかを選択できます。
【研究会】１つのテーマにつき３回まで開催
【講習会】１回完結型
今までに扱った主なテーマ
・ 商店街の活性化策
・ 商店街イベントの効果的な実施方法
・ 創業後の経営アドバイス
など

■ 利用方法
下記まで直接お申し込みください。
※申込数が多い場合等は、対応できないケースもありますのでご了承ください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2356、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-7-1-0-0-0-0-0-0-0.html
かわさきの商業
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川崎駅周辺のタウンマネージメント
川崎駅周辺市街地（中心市街地）の活性化を推進するタウンマネージメント機関（か
わさき TMO）を組織し、街のにぎわいの創出や回遊性の向上に資する様々な事業を展開し
ています。

■ 対象となる方
川崎駅周辺市街地の活性化に資する活動を行う事業者・団体・市民等

■ 内

容

・フェスティバルなかわさき（秋のイベント共同 PR）の企画･実施
・かわさきバスカー（路上演奏･パフォーマンス）の運営
・商店街協定の周知、地域共同販促活動の企画
・国際化への対応 など

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2352、FAX 044-200-3920）
42

業

平成 29 年度予定

商

川崎駅周辺のにぎわいの創出や回遊性の向上などを目指し、地元商業者（商店街・大型
店）、金融機関、商工会議所等がメンバーとなって「かわさき TMO」を組織し、街の活性
化を後押しする企業・NPO 団体、街の成長を願う市民などとの連携を深めながら、川崎駅
周辺が都市ブランド力のある魅力的な商業集積地として発展するように活動しています。
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Ｂｕｙかわさきフェスティバル
市内での消費拡大に取り組む「Buy かわさきキャンペーン」の一環として、市内の優れ
た名産品を掘り起こし、広く市内外に紹介、PR するとともに、川崎市のイメージアップ
を図るため、名産品フェア「Buy かわさきフェスティバル」を開催します。

■ 対象となる方
食品、農産物、工芸品を製造・販売する市内事業者等

■ 内

容

商

市内で生産・製造・加工された食品、農産物、工芸品などの展示・販売イベント「Ｂｕｙ
かわさきフェスティバル」を開催し、出展事業者が消費者にアピールする機会を提供しま
す。また、市と川崎商工会議所が共同でフェスティバル告知やお楽しみイベントの企画・
運営などを行い、集客を図ります。

業

平成 29 年度予定
「Ｂｕｙかわさきフェスティバル」は平成 28 年度と同時期に開催予定
平成 28 年度実績
・第 28 回（平成 28 年６月４日（土））
ＪＲ武蔵溝ノ口駅改札口前自由通路にて実施
27 店舗参加
・第 29 回（平成 28 年 11 月 19 日（土））
ＪＲ武蔵溝ノ口駅改札口前自由通路にて実施
27 店舗参加
Buy かわさきフェスティバル開催の様子

■ 利用方法
出店を希望する方は、以下の申込先にご連絡ください。
申込先：川崎商工会議所中小企業振興部多摩支所、電話

044-932-1100

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部商業振興課
（電話 044-200-2352、FAX 044-200-3920）
川崎商工会議所中小企業振興部多摩支所
（電話 044-932-1100、FAX 044-932-1101）
関連施策

かわさき名産品の認定（P44）
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かわさき名産品の認定
おもてなしやお土産に重宝する地元の名産品を実行委員会が認定し、広く市内外に紹
介・宣伝などの販売促進活動をすることで、Buy かわさきキャンペーンによる消費拡大や
産業振興とともに、川崎市の観光振興につなげていきます。

■ 対象となる方
川崎市内で菓子・食品（農作物は除く）
・民芸品・工芸品などを生産・製造・加工・販売
している事業所・団体で、３年以上の営業実績があり、なお且つ認定期間中（３年間）継
続的に店舗で提供できること。

■ 内

容
商

おみやげにも使えるような川崎らしい品物
を「かわさき名産品」として認定します。
認定した名産品については、Ｂｕｙかわさき
フェスティバルなど既存イベントへの参加や
パンフレット、観光ガイドブック「川崎日和り」
等への掲載により商品ＰＲを図ります。
現在の認定状況
菓子類：52 品、食品類：32 品、
工芸品等：７品
計 91 品

業

名産品パンフレット（201５-2017 年版）

■ 利用方法
次回（認定期間 2018 年-2020 年）の認定品については、平成
29 年度中に募集を開始する予定です。ホームページ等で募集の案
内を行いますので、案内に基づいて申請してください。申請のあっ
た商品は「かわさき名産品認定事業実行委員会」で審査し選定いた
します。
かわさき名産品マーク

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部観光プロモーション推進課
（電話 044-200-2329、FAX 044-200-3920）
http://www.k-kankou.jp/（一般社団法人川崎市観光協会）
かわさき名産品

関連施策

Buy かわさきフェスティバル（P43）
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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
住宅に関する工事の契約に際して、明確な内容説明や見積書の提出など、消費者への
配慮に努める事業者と「消費者支援協定」を結び、市民に紹介しています。現在、新規
に協定を締結していただける事業者の方を募集しています。

■ 対象となる方
応募は、以下の要件をすべて満たす事業者
（１）川崎市内に事業所を有する事業者又は主に川崎市内で事業活動をする事業者
（２）建設業法別表第１の上欄に掲げる建設工事のうち、建築一式工事、大工工事、左
官工事、石工事、屋根工事、電気工事（太陽光発電設置工事を含む）、管工事、タ
イル・れんが・ブロック工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内
装仕上げ工事、造園工事を請け負うことのできる事業者及びこれに関連する施工、
作業等を請け負うことのできる事業者
（３）この協定の趣旨を十分に理解し、遵守することができる事業者
（４）過去２年以内に特定商取引法や条例違反による行政処分を受けた事実が無い事業者
（５）法人の代表者等が過去５年以内に禁固以上の刑の執行を受けた事実が無い事業者

建設業

■ 内

容

協定締結事業者を、消費者への配慮に努める事業者として
市のホームページや冊子等で市民に紹介します。
また、協定店であることを示す店頭貼付用ステッカーを
交付します。
協定店ステッカー

■ 利用方法
募集要項・締結申請書は、消費者行政センターのホームページからダウンロードしてく
ださい。また、必要書類を郵送または持参にてご提出ください。必要書類は締結申請書の
他、業務形態等により異なりますので、お問い合わせください。なお、申込から協定の締
結までは審査等の手続きのため、相当程度のお時間をいただいております。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
（電話 044-200-3864、ＦＡＸ 044-244-6099）
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-0-0-0-0-0-0-0.html
川崎市消費者行政センター
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住宅リフォームセミナー・中小建設業者研修会
中小建設業の振興を図るため、市民を対象とした住宅リフォームセミナーや住宅相談・展
示会及び市内中小建設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、中小建設業者の活動を支援します。

■ 対象となる方
（１）住宅リフォームセミナー、住宅相談・展示会：市内在住・在勤の市民等
（２）研修会：市内在住・在勤の建設関係者等

■内

容

平成 29 年度予定
セミナー年 2 回、住宅相談・展示会年 1 回、研修会年 3 回程度の開催を予定
平成 28 年度実績

■ 利用方法
FAX 等でお申し込みください。開催日程、プログラム等の詳細が決まり次第、市ホーム
ページ等でご案内します。なお、住宅相談・展示会は申込不要です。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2326、FAX 044-200-3920）
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建設業

（１）セミナー
第 1 回：平成 28 年 12 月 4 日（日）
「失敗をしない業者選びのポイント」
第 2 回：平成 29 年 3 月 11 日（土）
「“性能向上リフォーム”で住み慣れた家の快適性、安全性アップ！」
（２）住宅相談・展示会
平成 28 年 12 月 4 日（日）
第 7 回住まいのなんでも相談・展示会
（３）研修会
第 1 回：平成 28 年 11 月 9 日（水）
「大地震の現場から学ぶ耐震対策の課題」
第 2 回：平成 28 年 11 月 25 日（金）
「ニーズをとらえ受注増を勝ち取るお客様対応」
第 3 回：平成 28 年 12 月 15 日（木）
「先進的リフォーム事業者から学ぶ成功実践例」
研修会の様子

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

勤労者福祉共済制度
市内の中小企業・商店等にお勤めの方々を対象に、事業主及び従業員の皆様の福利厚
生の充実を図ることを目的として発足した制度です。個々の企業単独では行いにくい福
利厚生も、お一人月額 500 円で充実させることができます。福利厚生制度の充実は、従
業員の長期定着性の向上、職場での生産性の向上、優秀な人材の確保等に効果があると
言われています。

■ 対象となる方
川崎市内にある従業員数が 300 人以下であるか、資本金の額または出資の総額が３億
円以下、のいずれかに該当する事業所で、個人企業(自営業)、一般・公益法人、協同組合、
NPO 法人、病院等。（本社が川崎市内になくとも、川崎市内にある事業所単位で加入する
ことができます。）
掛金は、会員 1 人につき月額 500 円です（事業主が全額負担）。

■ 内

容

人材確保・
技能継承

（１）厚生事業
・人間ドック受診料補助（5,000 円）、定期健診受診料補助（2,000 円）
・宿泊旅行補助（会員１泊 2,000 円、会員家族１泊 1,500 円）、日帰りバスツア
ー補助（１人 1,000 円）
・日帰り温泉割引、映画チケット割引、コンサートチケット・スポーツ観戦チケッ
トの割引、各種レジャー施設・宿泊施設・飲食店・フィットネスクラブ等割引、
割安な日帰りバスツアー
・食事利用補助券、東京ディズニーリゾート特別利用券
・資格取得講座、趣味・教養講座の受講料の割引・補助
等々
※その他、季節ごとの情報をお届けします。(会報誌 年６回奇数月発行)
（２）給付事業
会員に結婚や出産等の慶弔があったときに給付金を支給しております。
給付金の種類

結婚祝金 15,000 円、出産祝金 8,000 円、入学祝金 8,000 円のほか、
傷病見舞金、弔慰金、永年勤続報奨金などがあります。

（３）貸付事業
物品の購入や子どもの入学など、資金が必要となったとき、最高 100 万円まで貸
付しています。

■ 利用方法
加入を希望される場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
また、ご希望があれば担当の者が訪問し、ご説明いたします。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局労働雇用部（電話 044-200-2277、FAX 044-200-3913）
http://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000035/35792/
川崎 共済
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資
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セミナー・
研修・イベント
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雇用労働相談・勤労者福祉セミナー
雇用労働に関する諸問題の解決に向けて、労働相談を実施します。また、事業者及び
勤労者を対象に勤労者福祉セミナーを開催します。

■ 対象となる方
市内の事業者及び勤労者

■ 内

容

（１）雇用労働相談
種別

場

開設日

所

窓口相談

電話相談

雇
用

キャリアサポートかわさき

相

（電話 044-811-6088）

9:00-12:00
13:00-17:00
（火は20：00 まで）

月～土

談
労

中原区役所地域振興課

働

（電話 044-744-3156）

相
談

8:30-12:00
13:00-15:00
月～金

経済労働局労働雇用部

8:30-17:00
10:30-13:00
14:00-17:00

（電話 044-200-2272）

※閉庁日を除く

（２）街頭労働相談会（平成 28 年度実績：年７回開催）
（３）勤労者福祉セミナー
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にセミナーを開催します。

■ 利用方法
電話でお問い合わせください。街頭労働相談会及びセミナーは、開催日時、内容等が決
まり次第、市政だよりやホームページ等でご案内します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局労働雇用部
（電話

044-200-2271、FAX

044-200-3598）

http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/78-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html
川崎 労働相談機関
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人材確保・
技能継承

市内の南部・中部・北部地区の主要駅周辺において、労働相談会を開催します。

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

就業マッチング
川崎市就業支援室「キャリアサポートかわさき」において、若年者・女性・中高年齢
者等の求職者に対する就職相談や個別カウンセリング等を行い、ニーズに合わせた求人
情報を紹介する就業マッチングを実施し、市内企業等への人材供給を図りながら、求職
者への就職・再就職活動の支援を行います。

■ 対象となる方
求人募集を考える企業・事業者及び求職者等

■ 内

容

（１） 求人募集をお考えの企業は、まず、「キャリアサポートかわさき」までご連絡
ください。事業内容や手続き等についてご説明いたします。
（２） 専門の求人開拓員がお伺いしますので、求人内容等をご説明いただき、所定の
求人票をご記入・ご提出いただきます。
※求人票はホームページからダウンロードできます。
（３） 求職者とキャリアコンサルタント等の専門スタッフとの就職相談の中で、求職
者が求人票を提出している企業等への就職を希望した場合は、専門スタッフを通
じてご紹介いたします。

人材確保・
技能継承

常設窓口

てくのかわさき
（川崎市生活文化会館）

月～土曜日
ただし、火曜日

10:00～17:00
10:00～20:00

出張窓口

川崎区役所・麻生区役所

月・木曜日

10:00～16:00

託児付き

てくのかわさき

火曜日

9:30～16:00

■ 利用方法
随時受け付けておりますので、「キャリアサポートかわさき」までご連絡ください。

■ 問合せ先
キャリアサポートかわさき （電話 044-811-6088、FAX 044-812-1148）
川崎市経済労働局労働雇用部（電話 044-200-2276、FAX 044-200-3598）
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000075016.html
キャリアサポートかわさき
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融
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情報提供・
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セミナー・
研修・イベント

認定・認証

かわさきマイスター事業
極めて優れた技術や技能を発揮して産業の発展や市民生活を支える「もの」をつく
りだす現役の技術・技能職者を市内最高峰の匠「かわさきマイスター」に認定し、素
晴らしい匠の技術の奨励・継承・後継者育成の活動や経済振興の取組を行います。

■ 対象となる方
（１）応募条件
・市内に１年以上在住または在勤
・年齢が 40 歳以上及びその職種に勤続 25 年以上
（２）主な選考基準
・その技術・技能が極めて優れており、欠くことの出来ないものであるか
・現役の技術・技能職者として活躍中で、今後もその技を維持・発展できるか
・その技術・技能を広く市民に知ってもらうための市の事業に協力できるか
（３）募集から認定までの流れ（予定）
【募
集】４月上旬～５月下旬：「市政だより」・チラシなどでお知らせします。
【推薦・応募】５月下旬までに所定の推薦書にて応募いただきます。
※ 自薦・他薦いずれも可能です。
【選考・調査】６月下旬～９月下旬：応募者への問い合わせや訪問調査を行います。
【認定・顕彰】11 月：認定者は原則５名以内とし、認定証、報奨金を贈呈します。

（１）技能奨励・後継者育成・人材育成の取組み
・小・中学校にて実演・講演、高校・職業技術校にて実技指導・講義を行います。
・マイスターまつり等の様々なイベントにて実演・製品展示・技能紹介を行います。
・市民向け体験教室や若手技能者向け講習会等で匠の技術を指導・伝承します。
（２）経済振興の取組み
・営業力、収益力向上の研修会や商談会への出展を行います。
・一流の技術・技能職者集団として、川崎らしい「ものづくり」に取り組みます。
・「ものづくり」の楽しさ、素晴らしさを情報発信します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局労働雇用部
（電話 044-200-2242、FAX 044-200-3598、
Email 28roudou@city.kawasaki.jp）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
かわさきマイスター

関連施策

技能継承事業（P51）
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人材確保・
技能継承

■ 内容（かわさきマイスターの活動）

融
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相談

セミナー・
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認定・認証

技能継承事業
川崎市内最高峰の匠「かわさきマイスター」や熟練技能者が、
「ものづくり都市かわ
さき」を支える基盤技術や市民生活に豊かさやゆとりを与えている素晴らしい技能を、
皆様方のニーズや要望に応じて、次世代を担う若手技術・技能者へ伝承・指導します。

■ 対象となる方
市内に事業所を有する中小企業の方々及び市内教育機関
■ 内

容

「かわさきマイスター」や熟練技能者が市関連施設や各種教育機関等で実技指導・実演
や講演を行い、若手技能者に長年の経験で培われた技能・経験・ノウハウを伝えます。
（１）製造業関係
市関連施設等で各種工作機械の実技指導・実演
や講演を行います。
（２）サービス業関係
市内技能職者の拠点「てくのかわさき」等で
実技指導や講習会を開催します。

人材確保・
技能継承

（３）教育機関
学校等で実技指導・講演会等を実施します。

マイスターによる「ヘラ絞り」指導の様子

■ 利用方法
電話・メール等にて希望する指導内容・日程等をご相談ください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局労働雇用部
（電話 044-200-2242、FAX 044-200-3598、
Email 28roudou@city.kawasaki.jp）
関連施策

かわさきマイスター事業（P50）
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就業支援ポータルサイト
就職イベント、求人情報、企業紹介、川崎市及び国や県、民間企業などが実施する就
業支援事業など、求職者と求人企業等が役立つ情報を掲載するポータルサイトです。

■ 対象となる方
求職者及び求人等をお考えの企業・事業者等

■ 内

容

川崎市就業支援ポータルサイト「JOB-L かわさき｣は、求人情報、企業紹介、川崎市及
び国や県、民間企業が実施する就業支援事業など、求職者にとって役立つ情報のほか、合
同企業就職説明会や人材育成セミナー等の参加企業募集のお知らせなど、企業にとっても
役立つ情報を発信するウェブサイトです。このウェブサイトは本市と民間事業者が協働で
運営しています。

等

人材確保・
技能継承

主な掲載内容
（１）求職者向け
①就職イベント
②求人情報
③企業情報
④雇用・労働に関する制度
（２）企業・事業者向け
①合同企業就職説明会
②人材確保・育成セミナー

等

■ 利用方法
求人情報、企業情報、就業イベント等の掲載を希望する企業の方はご連絡ください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局労働雇用部
（電話 044-200-2276、FAX 044-200-3598）
(株)フューチャーリンクネットワーク
（電話 047-495-0635、FAX 047-495-0625）
http://kawasaki.mypl.net/job-l/
ジョブエルかわさき
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川崎市海外ビジネス支援センター
市内企業の海外展開支援のワンストップサービス化を目指して、川崎市海外ビジネス
支援センター（Kawasaki City Overseas Business Support Center, KOBS）を平成 25 年
２月に開設しました。
海外への販路開拓、海外進出等をお考えの企業や、既に海外展開を進められている企
業の課題解決等、市内企業の海外展開を支援します。

■ 対象となる方
海外への販路開拓・海外進出を検討・実施している事業者等

■ 内

容

海外に精通した海外支援コーディネーターが直接企業を訪問し、①海外展開ニーズ把握
から、②販路開拓サポート、③海外展開戦略に係る個別具体的支援まで、市内企業の各ス
テージに合わせた支援を関係機関と連携して実施します。また、KOBS での窓口相談も
行います。
併せて、ホームページ等を活用して、海外展開ニーズを有する川崎市内企業の情報発信
を行います。

■ 利用方法

海外ビジネス

直接来訪、メール・電話・FAX でご相談ください。
【所在地】
川崎市幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館７階
電話 044-541-5232／5233、FAX 044-544-2930
Ｅmail kobs@kawasaki-net.ne.jp

■ 問合せ先
川崎市経済労働局国際経済推進室
（電話 044-200-2336、FAX 044-200-3920、
Ｅmail 28keisu@city.kawasaki.jp）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/kobs/
川崎市海外ビジネス支援センター
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外国出願支援事業
川崎市内中小企業等の海外展開にあたり、海外での知的財産保護のため、特許・実用
新案・意匠・商標・冒認対策商標出願の外国出願に要する経費の一部を助成します。

■ 対象となる方
川崎市内に本社あるいは事業所を有する中小企業者等。

■ 内

容

（１）対象事業
（２）補 助 額

（３）補 助 率

外国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願
特許出願
：150 万円以内
実用新案・意匠・商標出願： 60 万円以内
冒認対策商標出願
： 30 万円以内
補助対象経費の 1/2 以内

平成 29 年度予定
平成 29 年６～７月ごろ募集開始予定（詳細未定）
※経済産業省特許庁補助金を活用するため。

■ 利用方法
詳細は確定次第、公益財団法人川崎市産業振興財団ホームページ等にて公開いたします。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団新産業振興課
（電話 044-548-4113、FAX 044-548-4151）
海外ビジネス
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川崎日中産業交流協会
市内企業の中国展開を支援することを目的として、平成 20 年７月に設立されました。
中国の最新経済事情などをテーマとしたセミナー・参加者同士の交流会や中国からのミ
ッション団との交流会を行うなど、川崎市の事業と連携した活動を行っております。

■ 対象となる方
中国展開に関心がある事業者等

■ 内

容

（１）中国ビジネスを展開する上での戦略の組み立て方や企業経営の実務につき、中国
に進出している市内企業から直接アドバイス等を行えるセミナーや参加者同士が中
国展開について自由な発言を行える交流会を実施します。
（２）中国からのミッション団との交流会を実施します。
（３）姉妹都市との記念事業など、川崎市の事業と連携した活動を行います。
平成 29 年度予定
平成 28 年度と同様の事業展開を実施する予定です。セミナー等の詳細は決まり次第、
ホームページ等でご案内します（セミナー・交流会は、概ね５月頃及び 2 月頃を予定）。
平成 28 年度実績
（１）会員宛て情報の提供
（中国進出企業や中国専門家を講師としたセミナー・交流会を２回実施）
（２）中国各都市との交流
（瀋陽等へのミッション団派遣の他、交流事業に市内企業が参加）
海外ビジネス

■ 利用方法
下記までご連絡ください。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局国際経済推進室
（電話 044-200-2336、FAX 044-200-3920、
Email 28keisu@city.kawasaki.jp）
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

各種セミナー・研修
経営課題解決のヒントを提供するセミナー、事業展開において必要不可欠な人材を育
成するために必要な知識や情報に係るセミナー、IT 関連の研修、品質・環境管理支援研
修などを実施します。

■ 対象となる方
起業家、中小企業者等の経営者・管理者・実務担当者

■ 内

容

経営課題の解決に必要な情報の提供、知識・ノウハウの習得を図るための各種セミナー
を開催します。
平成 29 年度予定
（１）経営人材育成セミナー
川崎市内で活動している専門家団体等との共催セミナーで、法改正への対応や
補助金申請など様々な分野をテーマに開催しています。
（２）経営課題解決セミナー（自主セミナー）
起業家・中小企業の経営力向上を目的として、起業、財務・会計、人事労務、
マーケティング、IT など多岐にわたるテーマのセミナーを開催しています。
（３）ISO9001 及び ISO14001 の内部監査員養成セミナー
実践的でわかりやすい講義と事例に基づいたケース･スタディー及びロール･プレ
ー演習により、内部監査員としての必要な知識と技能を取得することを目指します。
（４）ビジネス PC 研修
初めてパソコンにふれる方から、経験者の方まで様々な講座を開催します。各
講座とも少人数制により、きめ細やかな授業を実施します。

■ 利用方法
FAX 等でお申し込みください。開催日程、プログラム等の詳細が決まり次第、ホームペ
ージ等でご案内します。

■ 問合せ先

関連施策

044-548-4146）
044-548-4110）

新分野・新技術支援研究会（P31）、知的財産スクール（P57）
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セミナー研修

公益財団法人川崎市産業振興財団
経営支援課（電話 044-548-4141、FAX
事業推進課（電話 044-548-4121、FAX

融

資

情報提供・
相談

補助金

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

知的財産スクール
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。

■ 対象となる方
知的財産に関心のある事業者等

■ 内

容

知的財産に関する基本的な知識や考え方などを習得する場を提供します。
平成 2９年度の予定
５月中旬から７月までに、６回の講座を開催予定。
４月頃から参加者の募集を開始します。
プログラム（予定）
（１）経営戦略と知的財産
（２）特許権の基礎知識
（３）商標の基礎知識
（４）著作権の基礎知識
（５）海外出願に関する基礎知識
（６）ノウハウ流出防止や契約書のポイント等

■ 利用方法
FAX またはメールでお申し込みください。開催日程、プログラム等の詳細が決まり次第、
ホームページ等でご案内します。

■ 問合せ先

セミナー研修

川崎市経済労働局産業政策部企画課
（電話 044-200-3896、FAX 044-200-3920）
公益財団法人川崎市産業振興財団新産業振興課
（電話 044-548-4139、FAX 044-548-4151）
関連施策

知的財産交流事業(P30)
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

くらしのセミナー（出前講座）
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。

■ 対象となる方
市内在住・在勤・在学の 15 人以上のグループ・団体

■ 内

容

悪質商法等による「消費者被害の防止」をはじめ、
「資産について学ぼう」
「食生活」
「衣・
住生活」「薬の話」「環境問題」「将来に備えて」「くらしの中で」等の中から、選択された
テーマに応じ、各分野の専門家（消費生活相談員、ファイナンシャルプランナー、管理栄
養士、薬剤師等）を講師として無料で派遣します。
時間は 30 分間～２時間の範囲でご希望に応じます。
（会場の予約や資料のコピー等、セミナー開催時に必要となるものについては申込者側
でのご用意をお願いしております。）

■ 利用方法
希望日時・希望テーマ・会場を決め、原則として
開催希望日の１ヶ月前までに、申込用紙を消費者行
政センターのホームページからダウンロードし、メ
ール又は FAX でお申し込みください。
ホームページをご利用できない場合は、電話でお
問い合わせください。

■ 問合せ先

川崎市消費者行政センター

58

セミナー研修

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
（電話 044-200-3864、FAX 044-244-6099）
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/16-6-8-0-0-0-0-0-0-0.html

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

ものづくり加工技術体験講座
ものづくり現場で働く方などを対象に、工作機械を用いた加工技術の習得による人材
育成講座を実施します。

■ 対象となる方
市内に在住・在勤する機械設計者・加工技術者・加工技術営業者

■ 内

等

容

平成 28 年度実績
（１）日
（２）場

程
所

平成 28 年 10 月 15 日（土）、22 日（土）、29 日（土）（全３日）
慶應義塾大学理工学部マニュファクチュアリングセンター
（横浜市港北区）
（３）内
容 最新工作機械を使った、メーカ担当者の指導による加工体験
【使用した工作機械】
ア ５軸制御加工機
：DMG 森精機(株) NMV-1500DCG
イ 複合加工機
：ヤマザキマザック(株) INTEGREX i-100
ウ マルチタレット複合加工機 ：中村留精密工業(株) Super NTY3
エ 横型マシニングセンター
：オークマ(株) MB-4000H
オ ワイヤー放電加工機
：三菱電機(株) MV2400R
カ 射出成形機
：(株)ソディック EP20EH2

■ 利用方法
開催日程等、プログラム等の詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-2324、FAX 044-200-3920）
セミナー研修
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

ＫＢＩＣ基盤技術セミナー・講習会
かわさき新産業創造センター（KBIC）では、施設内の「ものづくり工房」の設備や CAD/CAM
システムを活用し、また、市内外の支援機関等の協力を得て、入居企業及び市内ものづくり
企業等の基盤技術力向上、人材育成及び技術革新対応力向上を支援します。

■ 対象となる方
中小ものづくり企業

■ 内

容

平成 2９年度予定
はんだ付け作業実技講習会の様子
（１）3DCAD 講習会
3DCAD の基礎的な操作から応用まで、初級・中級・上級コースに分かれての
実技中心の講習会です。
（２）工作機械講習会
工作機械（旋盤・フライス盤・ボール盤・帯鋸盤）の使い方を習得すると同時
に、工作に用いる工具・ツールの使い方や手入れ等を学習するための講習会です。
（３）仕上げ作業実技講習会
ものづくりの基本である仕上げ作業を通じて整理整頓・安全作業を習得します。
また、機械組み立て仕上げ検定３級の課題に挑戦します。
（４）はんだ付け作業実技講習会
はんだ付け作業の技術を習得するため、様々な電子部品での実習を行います。
（５）予知・予防保全講習会
装置故障の未然防止、異常の早期発見、簡単な部品交換と修理ができ、迅速な
復旧を行える知識と技能について、実習を通じて学びます。
その他、技術力向上につながる各種セミナーを実施します。

■ 利用方法
Ｅメール、FAX 等でお申し込みください。開催日程、プログラム等の詳細が決まり次第、
ホームページ等でご案内します。

■ 問合せ先

ＫＢＩＣ 技術セミナー

関連施策

かわさき新産業創造センター（KBIC）（P8）
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共同事業体

セミナー研修

かわさき新産業創造センター（指定管理者）
公益財団法人川崎市産業振興財団・三井物産フォーサイト株式会社
（電話 044-587-1591、FAX 044-587-1592）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/kbic/event/kouza.htm

融

資

情報提供・
相談

補助金

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

Ｋ２タウンキャンパスオープンセミナー
産学公民連携を目指す「新川崎・創造のもり」における慶應義塾大学の先端的研究開
発の成果を還元するため、Ｋ２タウンキャンパスにおいて、企業等の方々を対象としたセ
ミナーやビジネス交流会等を開催します。

■ 対象となる方
科学技術に関心がある企業の方

■ 内

容

・ Ｋ２タウンキャンパスで研究中のプロジェクトを紹介するオープンセミナーの開催
（平成 29 年度予定：年２回程度 ※平成 28 年度と同時期に予定）
・ ビジネス交流会の開催（オープンセミナーと同日開催）
・ Ｋ２タウンキャンパスの研究者と中小企業者・技術者・研究者等の少人数制の意見
交換会の開催（平成 29 年度予定 年３回程度）
平成 2８年度オープンセミナー開催実績
【第１回】平成 28 年８月 26 日（金）
「いつでも・だれでも・どこへでも行ける社会」自動車の自動運転システム
～Ｋ２キャンパスの研究の取り組みと実用化に向けた課題の考察～
大前 学
慶應義塾大学 大学院政策・メディア研究科 教授
【第２回】平成 28 年 11 月 21 日（月）
「フォトニクスポリマー技術が作るリアルカラー4K/8K 映像・伝送システム」
小池

康博

慶應義塾大学 理工学部 教授

「ソフトロボティクスの拓く未来社会」～人間がより人間的に生きるために～
大西 公平 慶應義塾大学 理工学部 教授

■ 利用方法
セミナー研修

FAX、ホームページ等でお申し込みください。開催日程、プログラム等の詳細が決まり
次第、ホームページ等でご案内します。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-2407、FAX 044-200-3920）
Ｋ２オープンセミナー
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融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

ナノ・マイクロセミナー、ナノ茶論
環境・エネルギー、医療・ライフサイエンス分野などを中心とした様々な成長産業で
応用が期待されるナノ・マイクロ分野への参入メリットや活用方策、業界の最新動向に関
するセミナーを開催します。また、新川崎・創造のもりにおいて、企業や大学等から講師
を招き、研究者・技術者向けの少人数制のサイエンスカフェ、ナノ茶論（サロン）を定期
開催します。

■ 対象となる方
これから自社技術を活かして新しい市場に参入したい企業の経営者、ナノ・マイクロ分
野の技術の最新動向について関心がある企業・研究機関等の技術者及び研究者

■ 内

容

ナノ・マイクロ分野の新規参入メリット・業界動向等についてのセミナーを実施します。
また、話題提供者として、企業や大学から講師をお招きし、研究者・技術者向けの少人
数制のサイエンスカフェ、ナノ茶論を定期的に開催します。
平成 29 年度予定
第１回セミナーは、テクノトランスファー併催セミナーにて実施
ナノ茶論は、原則毎月第３または４木曜日に開催（年 10 回程度）
平成 28 年度テーマ（一例）
・微細加工技術を利用した迅速・低コストな癌診断
デバイスの開発と応用
・ロールナノインプリント技術と反射防止構造の作製
・金属 3D プリンターのイノベーション
ナノ茶論の様子

■ 利用方法
開催日程、講義内容等の詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。

川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-2407、FAX 044-200-3920）
ナノ茶論

関連施策

かわさき新産業創造センター（ＫＢＩＣ）（Ｐ8）、
ナノ・マイクロ機器利用促進補助金（Ｐ27）
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セミナー研修

■ 問合せ先

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

かわさき科学技術サロン
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・技術者が分野を越えて互いの顔の見える交流や知的刺激を得られる
場を提供します。

■ 対象となる方
研究者・技術者が所属する企業・研究機関等

■ 内

容

開催風景

基調講演者による最先端科学技術に関する話題提供と意見交換を行うことで、研究者や
技術者が顔の見える交流をし、知的に刺激し合う場を提供します。
平成 2９年度予定
平成 28 年度と同時期に開催予定（年３回）
平成 28 年度実績
【第３１回】平成 28 年８月 15 日（金）
「ビッグデータのインパクト
＝ビッグデータは AI の食糧、IOT はビッグデータの生成源＝」
喜連川 優 国立情報学研究所所長、東京大学生産技術研究所教授
【第３２回】平成 28 年 11 月９日（水）
「日本のエネルギー政策と水素エネルギーの展望」
内田 裕久 株式会社ケイエスピー社長、東海大学工学部原子力工学科教授
【第 3３回】平成 29 年３月 15 日（水）
「科学技術が人間や社会をどのように変えていくか？」
藤沢 久美 シンクタンク・ソフィアバンク代表

■ 利用方法
下記ホームページから、原則として組織単位で会員としてご登録ください（登録無料）。
ご登録いただいた方には、サロン開催を毎回ご案内します。

■ 問合せ先
情報収集・交換

川崎市経済労働局産業政策部企画課
（電話 044-200-3714、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000006511.html
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科学技術サロン

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

デザインの活用促進
デザインの活用による企業活性化に関心のある事業者等に向けたセミナーの開催のほ
か、意欲のある事業者等を対象とした個別支援を行います。

■ 対象となる方
デザイン活用による企業活性化に関心のある市内事業者等

■ 内

容

デザイン活用をテーマとしたセミナーの開催、デザイン活用による企業活性化に意欲の
ある市内事業者に対する個別支援を行います。
平成 2９年度予定
企業のステージに合わせ、3 段階の事業展開を進めてまいります。
・企業のデザイン活用に向けたきっかけづくり（デザインの活用事例等を紹介するセ
ミナーの開催）
・企業のデザイン活用に関する課題／活用方法の具体化（対象とする業種／分野を絞
った、より専門的な内容のセミナーの開催等）
・企業が持つデザインに関する課題解決に向けた個別支援（専門家の派遣等）
平成２８年度セミナー開催実績例
・中小企業による理想的なデザイナー活用～販路まで見据えた新商品開発～
開催日 平成２９年１月２４日
講師
有限会社セメントプロデュースデザイン 代表取締役 金谷

勉氏

■ 利用方法
詳細が決まり次第、ホームページ・チラシ等でご案内します。
なお、個別支援については打ち合わせをさせていただき、有効な支援策について検討を
行った上で実施いたしますので、下記までお問い合わせください。

■ 問合せ先
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情報収集・交換

川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-0168、FAX 044-200-3920、
Ｅmail 28sangyo1@city.kawasaki.jp）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-29-0-0-0-0-0-0-0-0.html

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

コンテンツ（動画、イラスト等）活用促進
映像・イラストなどのコンテンツを活用し、市内事業者の情報発信力の強化や製品の
高付加価値化を図ることを目的に、事業を展開します。

■ 対象となる方
製造業、情報通信業、卸・小売業、サービス業等の市内事業者

■ 内

容

平成 29 年度予定
（１）企業とクリエイター・デザイナーのマッチングサイト「かわさき Biz コン」運営
【主な機能】
・市内企業と一緒に仕事をしたいと考えるクリエイター・デザイナーを、得意
分野別に検索
・企業等におけるコンテンツ活用事例の紹介
・コンテンツやクリエイター・デザイナーの活用に関する相談受付（市内企業
のみ）
【URL】http://www.kawasaki-contents.jp かわさき Biz コン
（２）コンテンツ活用セミナーの開催（日時・会場等未定）
平成 28 年度実績
（１）コンテンツ活用セミナー ～SNS 時代のコンテンツ活用術～
・第１回：平成 28 年８月 31 日（水）
SNS の最新トレンド ～コンテンツの有効活用に向けて～
・第２回：平成 28 年 10 月 12 日（水）
コンテンツはこう使おう！ ～コンテンツの有効活用事例～
・第３回：平成 28 年 11 月 30 日（水）
コンテンツの活用は継続がカギ ～無理なく継続するポイント～

■ 利用方法
詳細が決まり次第、ホームページ・チラシ等でご案内します。

■ 問合せ先
情報収集・交換

川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-2334、FAX 044-200-3920）
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医工連携の推進
医療系大学や研究機関、医療機器製造販売企業等とのニーズ・シーズマッチング機会
の提供や、国の施策等の情報提供などを通して、医療産業分野への参入を支援します。

■ 対象となる方
医療産業分野に関心のある事業者等

■ 内

容

企業の医療機器産業分野への参入事例や医療現場
のニーズ等の紹介、医療職や医療機器製造販売企業と
市内製造事業者等との商談や交流の機会の提供、
医療機器産業に係る勉強会の実施などを通して、
市内企業の医療機器産業分野への参入を支援します。

医工連携フォーラムｉｎかわさき

平成 2９年度予定
企業のステージに合わせ、3 段階の事業展開を進めてまいります。
・医療機器産業への参入に向けたきっかけづくりの場となるフォーラム等の開催
・医療機器産業への参入に向けた、専門的なテーマによる勉強会・講演会等の開催
・医療機器製造販売企業等とのマッチング等
平成 2８年度実績
（１）医工連携フォーラムｉｎかわさき（9/15、1/31）
【内容】セミナー、施設見学会、交流会など
（２）勉強会・講演会（12/8、3/22）
（３）医工連携 展示・商談フェア（11/4）
【内容】セミナー、パネル展示、商談会など ※大田区・文京区との共同開催

■ 利用方法
詳細が決まり次第、ホームページ・チラシ等でご案内します。

■ 問合せ先
情報収集・交換

川崎市経済労働局次世代産業推進室
（電話 044-200-2334、FAX 044-200-3920）
http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000070658.html
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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
情報をインターネットで提供します。

■ 対象となる方
市内での立地を検討している事業者等
市内で立地をする際に活用可能な支援制度などを探している事業者等

■ 内

容

掲載情報
・ 立地環境
・ 融資・助成制度等
・ 関連機関

■ 利用方法
「かわさき工場立地情報」のホームページにアクセスしてください。
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/79-22-1-0-0-0-0-0-0-0.html
かわさき 工場立地

■ 問合せ先
川崎市経済労働局産業振興部工業振興課
（電話 044-200-3936、FAX 044-200-3920）

情報収集・交換
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情報誌「産業情報かわさき」
川崎市内唯一の産業関係情報誌として、産業関係各機関・団体等の事業活動及びセミ
ナー案内をはじめに、さらには技術革新、経営改革などの先進事例の紹介など、時代の
流れを捉えた企業活動に有益な情報発信をします。

■ 対象となる方
中小企業者、市民、団体など

■ 内

容

・ 10,000 部／月、毎月１日発行
・ ８ページまたは 12 ページ、カラー
【掲載内容】
・ 新分野・新技術開発に取り組む企業の
先進事例紹介
・ セミナー・イベント等の事業案内
・ 商業・観光情報
・ 産業関係各機関の情報提供

■ 利用方法
ＪＲ川崎駅、京急川崎駅、川崎市産業新興
会館、市民館、図書館、区役所にて配布して
います。また、川崎市産業振興財団のホーム
ページでもご覧いただけます。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団事業推進課
（電話 044-548-411４、FAX 044-548-4110）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/report/jyouhou.html
産業情報かわさき

情報収集・交換

68

融

資

補助金

情報提供・
相談

セミナー・
研修・イベント

認定・認証

新産業政策研究
21 世紀の持続可能な社会経済システムの展望を踏まえ、新たな地域産業戦略、都市戦
略等に関する諸課題について調査研究し、地域産業の活性化を図ることを目的に、公益
財団法人川崎市産業振興財団内にネットワーク型の研究機関として新産業政策研究所を
設置しています。

■ 対象となる方
本市のイノベーションに関心のある事業者・研究者・市民等

■ 内

容

新産業政策研究所において実施した経済産業政策研究会及びイノベーション研究会の活
動成果、川崎市･川崎市産業振興財団の主な産業関連施策･事業、客員研究員の論考などを
まとめた年報「新産業政策研究かわさき」を年１回発行しています。

■ 利用方法
第１号から第 14 号、各号とも１冊 1,000 円で販売しています。
【第 14 号の主な内容】（平成 28 年 6 月発行）
・ 21 世紀のライフサイエンス・イノベーションをめざして
・ 川崎産業・都市集積イノベーションの新展開
・ 論稿、エッセイ、報告等
※15 号（2017 年版）の発行は 5 月～６月頃を予定しています。

■ 問合せ先
公益財団法人川崎市産業振興財団新産業振興課
（電話 044-548-4115、FAX 044-548-4151）
http://www.kawasaki-net.ne.jp/report/nenpo.html
新産業政策研究

情報収集・交換
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労働資料の調査・刊行
市内の労働情勢や賃金、労働条件等の実態を把握し、労働資料の刊行・整備を行い、
市内事業所・労働組合をはじめ市民の方々へ労働関係情報を提供します。

■ 対象となる方
市内の事業者、労働組合及び市民等

■ 内

容

（１）川崎市労働情報（月１回 4,000 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、労働雇用関連情報、勤労者福祉情報（各種講座やイベント情報）、労働相談事例、
安全衛生情報、労働関係統計資料、労働行政機関（国・県）からのお知らせなど、総
合的な労働情報を掲載しています。
（２）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。
（３）川崎市労働状況実態調査（毎年８月調査実施）
市内民間企業・事業所の労働状況の実態を調査し、労働状況実態調査速報版を作成
します。

■ 利用方法
労働情報の購読は無料です。送付をご希望の会社・団体はお気軽にお問い合わせくださ
い。また、掲載内容はホームページでもご覧いただけます。
その他の資料配布についても、電話でお問い合わせ下さい。

■ 問合せ先
川崎市経済労働局労働雇用部
（電話 044-200-3653、FAX 044-200-3598）
http://www.city.kawasaki.jp/jigyou/category/78-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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かわさき労働情報
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総 合 相 談 窓 口

談

窓

口

創業、経営革新、新製品開発、販路開拓支援等の総合相談

豊富な専門知識と実務経験に加え、幅広いネットワークを持ったプロジェクトマネージャーと
マネージャーが、経営の改善や技術上の課題あるいは創業や起業に関する様々な問題に対して、
総合的なアドバイスをするほか、コーディネーターとして関連機関の紹介や仲介なども行います。
事前にご予約の上、お出かけください。

【公益財団法人川崎市産業振興財団】
川崎市幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館６階
電話 044-548-4141、FAX 044-548-4146
受付時間 9:00-12:00、13:00-17:00（土・日曜日、祝日、年末年始は休業）

JR 川崎駅西口から徒歩 8 分
京急川崎駅から徒歩 7 分

融 資 相 談 窓 口

融資制度全般についての相談

市では、中小企業者に各種資金を低利で融資する中小企業融資制度を設けています。この制度
は、市が市信用保証協会、取扱金融機関と協調して行っているもので、以下の特徴があります。
(1)全制度で固定金利を利用可能
(2)返済期間を長期に設定
(3)一部制度では市が市信用保証協会の保証料を補助して利用者の負担を軽減
融資申込窓口は取扱金融機関です。申込後、取扱金融機関、市信用保証協会の審査があります。
融資制度に関する相談は、下記の問合せ先にご連絡ください。

【川崎市経済労働局産業振興部金融課】
川崎市幸区堀川町 66-20
川崎市産業振興会館５階
電
話 044-544-1846・1847
F A X 044-544-3263
受付時間 8:30-12:00、13:00-17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始は休業）

JR 川崎駅西口から徒歩 8 分
京急川崎駅から徒歩 7 分

【川崎市経済労働局産業振興部中小企業溝口事務所】
川崎市高津区溝口 1-6-10
てくのかわさき３階
電
話 044-812-1112・1113
F A X 044-812-2075
受付時間 8:30-12:00、13:00-17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始は休業）

JR 武蔵溝ノ口駅、東急田園都市線
溝の口駅から徒歩 5 分

労 働 相 談 窓 口

雇用労働に関する諸問題についての総合相談

働く人の労働条件、会社での困りごとなど、労働問題を抱えた勤労者を守る立場に立って、面
接・電話による労働相談を実施しています。
市内在住・在勤・在学の方で、労働問題でお困りの方を対象に、専門相談員が相談に応じます。
面接による労働相談は予約制ではありませんが、相談員が不在の場合がありますので、ご来庁
の際は事前にお電話でご確認ください。

【川崎市経済労働局労働雇用部】
川崎市川崎区駅前本町 11-2
川崎フロンティアビル 6 階
電
話 044-200-2272
面
接 10:30-13:00、14:00-17:00
電話相談 8:30-17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始は休業）

ＪＲ川崎駅東口から徒歩３分
京急川崎駅から徒歩１分

【中原区役所地域振興課】
川崎市中原区小杉町 3-245
中原区役所 4 階
電
話 044-744-3156
面
接 8:30-12:00、13:00-15:00
電話相談 8:30-17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始は休業）

JR 南武線武蔵小杉駅から徒歩５分
東急東横線武蔵小杉駅から徒歩５分

求 人 相 談 窓 口

求人募集についての相談

川崎市就業支援室「キャリアサポートかわさき」では、企業の皆様が求める人材を適性に合わ
せてご紹介いたします。
また、求人募集中の企業様から、求人票をお預かりし、求職者へのご紹介もしています。
利用料無料です。
○求人募集の手順
(1) キャリアサポートかわさきへご連絡ください。
(2)

求人開拓員が企業様を訪問し、
「キャリアサポートかわさき」事業内容・求人募集方法に
ついて、ご説明いたします。

(3) ご賛同いただいた企業様から、求人票をお預かりいたします（ハローワークに求人票をご
提出済みなら、その求人票を元にキャリアサポートかわさきでの求人募集情報を登録させ
ていただきます）
。
(4)

キャリアサポートかわさきに登録している求職者の中から求人企業様が求める人材をご
紹介します。

【キャリアサポートかわさき】
川崎市高津区溝口 1-6-10
てくのかわさき 5 階
電
話 044-811-6088
受付時間 9:00-12:00、13:00-17:00
（月曜日～土曜日）
9:00-12:00、13:00-20:00
（火曜日）
JR 武蔵溝ノ口駅、東急田園都市線
溝の口駅から徒歩 5 分

所

管

施

設

の

ご
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本市では、中小企業の皆様がセミナー・商談会や会議、人材研修等を行う際にお使いいただける
施設を次のとおり用意しています。
施設の貸し出しだけでなく、主催セミナー等の開催により、皆様のお役に立つ情報提供も行って
いますので、ぜひご利用ください。
※

ご利用いただくには、
「ふれあいネット(川崎市公共施設利用予約システム)」のご登録が必要

となります。ご利用の際には「ふれあいネット利用者カード」をご用意ください。
なお、各ホールについては直接ご来館のうえ、窓口でお申込みいただく必要があるなど、ご
利用施設によりお申込み方法が異なります。詳細は各施設までお問い合わせください。

川

崎

市

産

業

振

興

会

館

川崎市産業振興会館は、企業間における情報交流、企業の技術開発、販路開拓事業の推進等を
図り、本市産業の発展と地域経済の活性化に寄与することを目的として昭和 63 年に設置されま
した。
小規模・中規模の会議室、研修会からピアノ発表会が開けるホールまで、あらゆるご要望にお
応えするバラエティー豊かな部屋を 12 施設、1,000 円からご用意しております。

川崎市幸区堀川町 66-20
電話 044-548-4111、FAX 044-548-4110

川崎市立労働会館（サンピアンかわさき）
労働会館は働く市民や労働組合、その他諸団体の「いこい」
「語らい」
「学び合う」ための福利
厚生の施設として市民の労働意欲の向上に資することを目的に、昭和 26 年に開設されました。
館内には、762 人収容のホールをはじめ、会議室が５室、特別会議室、研修室が３室、多目的
にご利用いただける交流室が６室あり、他にも茶室、華道和裁教室、音楽室、工芸教室、洋裁手
芸室、和室が２室など、さまざまなニーズにお応えできます。
さらに、労働に関する図書をはじめ、雑誌、新聞、機関誌（紙）、各調査資料などを多数揃え
た労働資料室もご利用いただけます。

川崎市川崎区富士見 2-5-2
電話 044-222-4416、FAX 044-244-5094

川崎市生活文化会館（てくのかわさき）
てくのかわさきは市内技術・技能職者の拠点として、生活に根ざした文化である技能について、
技能職者が相互の交流及び、技能水準の向上を図り、後継者の育成に努めるとともに、市民が多
目的に利用し、技能職者と親しく交流しながら技術・技能への理解を深め、もって技能を尊重す
る社会の形成及びその振興に寄与することを目的として平成８年に開設されました。
そのため、館内には、ホール、会議室、研修室などの他、実技研修に必要な設備を備えた、理
容・美容実習室、洋裁実習室をはじめ、工作実習室、調理実習室、陶芸実習室など他の施設には
見られない５つの施設が整備されています。

川崎市高津区溝口 1-6-10
電話 044-812-1090、FAX 044-812-1117

メールニュース配信一覧
支援制度や募集、催し物などの様々な情報を配信しています。
配信を希望される場合は、①配信を希望するメールニュースの名称、②入力項目を添え
て、申込先までメールを送付してください。
１ かわさきＳＢメールマガジン
ソーシャルビジネスに関するイベント・セミナーや助成・融資制度等、各種お役立
概要

ち情報を月１回程度配信しています。ＳＢに関連する市内イベント等の情報掲載の
ご希望も受け付けています。

対象

関心のある事業者の方、一般の方

申込先

28kikaku@city.kawasaki.jp

配信申込時の
入力項目

メールアドレスのみ

２ かわさき消費生活メールマガジン
概要

最新の相談事例やイベントの案内などを配信しています。

対象

関心のある事業者の方、一般の方
mailnews@k-mail.city.kawasaki.jp（パソコン用）

申込先

mailnews-m@k-mail.city.kawasaki.jp（携帯電話用）
※空メールを送信いただくと、登録手続メールが返信されます。

配信申込時の
入力項目

メールアドレスのみ

３ かわさきデザインメールニュース
概要

デザイン活用に関する情報やイベント等の案内を配信しています。

対象

関心のある事業者の方、一般の方

申込先

28sangyo1@city.kawasaki.jp

配信申込時の
入力項目

メールアドレスのみ

４ 福祉産業創出ネットワーク
概要

福祉産業に関する情報、セミナー・イベント・支援制度等の案内を配信しています。

対象

関心のある事業者の方、一般の方

申込先

28ziseda@city.kawasaki.jp

配信申込時の
入力項目

メールアドレスのみ

５ 産学連携メールニュース
概要

川崎市・川崎市産業振興財団の事業やセミナー、大学の研究発表、補助・助成金募
集情報等を月２回程度配信しています。

対象

関心のある事業者の方、支援機関、一般の方

申込先

liaison@kawasaki-net.ne.jp

配信申込時の
入力項目

メールアドレスのみ

６ 川崎市中小企業サポートセンターメールマガジン
概要

川崎市産業振興財団が実施するセミナー（人材育成・ＩＴ化・財務等）や支援施策
の情報等を配信しています。

対象

過去参加者、配信を希望される方

申込先

jinzai@kawasaki-net.ne.jp

配信申込時の
入力項目

メールアドレスのみ

７ かわさき起業家オーディション最終選考会案内
概要

年６回開催する最終選考会の案内（開催日程、発表内容、基調講演等）を配信して
います。

対象

関心のある方（市民、金融機関、投資家、事業者、起業家等）

申込先

audition@kawasaki-net.ne.jp

配信申込時の

（必須）氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス

入力項目

（任意）法人名、役職等。

ホームページもご活用ください。
川崎市ホームページ
川崎市産業振興財団ホームページ
産業バンクかわさきホームページ
（このガイドブックを掲載しています）

http://www.city.kawasaki.jp/
http://www.kawasaki-net.ne.jp/
http://www.kawasaki-net.ne.jp/sbk/

経済労働局のキャラクター・シンボルマークの紹介
経済労働局では各事業の啓発や広報の手段として、キャラクター・シンボルマークを活用しており
ます。
広報効果を高めるばかりではなく、イメージアップの手法としても効果的なものと考え、より一層の
情報発信につなげてまいります。
キャラクター
名称

ばいぞーくん

てるみーにゃ
いいカモ
猫かぶり

菜果(さいか)ちゃん

マーク・ロゴ
名称

啓発内容

デザイン

所管課

市内での消費拡大や名産品のＰＲを目指す
「Ｂｕｙかわさきキャンペーン」のキャラク
ター。「買う(Buy)」と「象（ぞー）」を組み合わ
せた「ばいぞーくん」の名前には、購買力倍
増、経済力倍増、市民力倍増、元気倍増の
願いが込められています。

商業振興課

①てるみ～にゃ：困った人に手をさしのべる
（相談員をイメージ）
②いいカモ：うまい話を全て鵜呑みにしてし
まう（被害者をイメージ）
③猫かぶり：いいカモを騙そうとする（悪質業
者をイメージ）
以上３体を、アニメや事例紹介等で描くこと
により、消費者被害やその防止策を分かり
易く表現しています。

消費者行政
センター

新鮮・安全・安心な市内産農産物「かわさき
そだち」をＰＲするためのキャラクターです。
図案はコンテンツアワード2010―Creator
meets Agriculture―のＪＡセレサ川崎賞受
賞作品、名称は一般市民の公募で決めまし
た。

農業振興課
(かわさき地
産地消推進
協議会）

啓発内容

©中本竹識

デザイン

所管課

ものづくり
ブランド

２１世紀の情報伝達はまさに瞬時に世界を
駆け巡ります。このマークはこうした時代背
景を基盤とした「知と技」を悠久に世界に羽
ばたくイメージを基に川崎の川の字をモチー
フにしたフォルムです。この羽の青色は悠
久、明智、深遠を表す「知」でありオレンジ色
は熱烈、活力、情熱をもった「技」をシンボラ
イズしたものです。

工業振興課

KISマーク

かわさき基準（KIS）とは、住みなれたまち
で、誰もが自立して楽しく安心に暮らせること
を目指した川崎市独自の福祉製品のあり方
を示した基準です。

次世代産業
推進室

かわさき
マイスター

ものづくりの原点「手」をモチーフに、花の開
花・羽のはばたきを連想させるデザインで川
崎市内最高峰の匠、「かわさきマイスター」
の発展を表現しています。

労働雇用部

問

合

せ

先

一

覧

川崎市経済労働局
部署

住所

電話

FAX

メールアドレス

企画課

044-200-2332 044-200-3920 28kikaku@city.kawasaki.jp

消費者行政センター

044-200-2262 044-244-6099 28syohi@city.kawasaki.jp

国際経済推進室

044-200-2363

28keisu@city.kawasaki.jp

工業振興課

044-200-2326

28kogyo@city.kawasaki.jp

044-200-2356

28syogyo@city.kawasaki.jp

商業振興課

観光プロモーション推進課

川崎市川崎区
駅前本町11－2
川崎フロンティアビル
10階（労働雇用部以外）
6階（労働雇用部）

044-200-2327 044-200-3920 28kankou@city.kawasaki.jp

次世代産業推進室
コンテンツ産業担当

044-200-2334

〃
ｳｪﾙﾌｪｱｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ担当

044-200-3226

〃
ベンチャー産業創出担当

044-200-2407

労働雇用部

044-200-2271 044-200-3598 28roudou@city.kawasaki.jp

金融課

中小企業溝口事務所

28ziseda@city.kawasaki.jp

川崎市幸区
堀川町66-20
044-544-1846 044-544-3263 28kinyu@city.kawasaki.jp
川崎市産業振興会館5階
川崎市高津区
溝口1-6-10
044-812-1112 044-812-2075 28mizo@city.kawasaki.jp
てくのかわさき3階

公益財団法人川崎市産業振興財団
部署

住所

経営支援課

新産業振興課

FAX

メールアドレス

044-548-4141 044-548-4146 center@kawasaki-net.ne.jp
川崎市幸区
堀川町66-20
川崎市産業振興会館

事業推進課

かわさき新産業創造センター

電話

044-548-4115 044-548-4151 liaison@kawasaki-net.ne.jp

044-548-4117 044-548-4110 info@kawasaki-net.ne.jp
川崎市幸区
新川崎7-7

044-587-1591 044-587-1592 kbic@kawasaki-net.ne.jp
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