平成30年度

川崎市中小企業活性化施策ハンドブック

創業したい

販路を開拓したい

経営支援を受けたい

新製品・新技術
を開発したい

人材を確保したい

新事業展開や新分野進出
に取り組みたい

情報を収集したい

メールマガジン「ビジネスサポートかわさき（Bizかわ）」
配 信 中！
川崎市が行う事業者向けの補助・融資制度や経営支援、
販路開拓、人材確保等に関する施策、イベント・募集情報
を、あらゆる業種の方を対象に随時、いち早くお届けして
います。ぜひご活用ください。

ご登録は右のQRコードを読み込むか、または「Bizかわ」で検索！

川崎市はがんばる中小企業を応援します！
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創業したい
融資案内（創業支援）
これから創業する方や創業して間もない中小企業の方々への融資制度として、創業支援資金（アーリー
ステージ対応資金、女性・若者・シニア起業家支援資金）をご用意しています。
平成30年度は市と市信用保証協会が協力し、信用保証料の本人負担をゼロとします！
【対象となる方】
〇川崎市内で開業する方（現在事業を営んでいない方に限る）又は開業後５年未満の方
〇分社化により新たに市内で会社を設立される方又は設立後５年未満の方
【資金の概要】
〇融資限度額：3,500万円
〇融資利率 ：年1.9％以内
（代表者が｢女性｣｢30歳未満｣｢50歳以上｣のいずれかに該当する方は年1.8％以内）
〇返済方法 ：運転資金７年以内、設備資金10年以内（いずれも据置期間は１年以内）
〇申込窓口 ：川崎市中小企業融資制度の取扱金融機関
川崎市経済労働局金融課 TEL044-544-1846、FAX044-544-3263
川崎 創業支援資金
中小企業溝口事務所
TEL044-812-1112、FAX044-812-2075

創業フォーラム
個人として活動を始めたい方から法人設立を目指す方まで、事業内容や事業規模に関係なく必要となる
知識や情報を学びます。
４回シリーズでの開催を予定していますが、各回は独立した内容ですので関心のある回だけでも参加で
きます。
【平成29年度実績】
1/17(水)「ネットショップの繁盛店になろう」
1/24(水)「ヤフオクから学ぶ商売の法則」
2/ 7(水)「インターネットとPCに関する基礎知識」 2/14(水)「商品撮影のコツと動画のアップまで」
川崎市経済労働局金融課
TEL044-544-1846、FAX044-544-3263
川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンター
川崎 創業フォーラム
TEL044-548-4141、FAX044-548-4146

かわさき起業家塾
起業を成功させるために必要な知識や考え方を学びながら経営力を養い、実現性の高い事業計画書を作
成していきます。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30年度予定】
９～10月頃開催。詳細が決まり次第、財団ホームページ等でご案内します。
川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンター
TEL044-548-4141、FAX044-548-4146

かわさき起業家塾

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ます。
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。
【応 募 費 用】法人3,000円、個人2,000円、学生無料
【スケジュール】
第113回

第114回

第115回

第116回

第117回

第118回

応 募 締 切

4/３(火)

５/29(火)

７/24(火)

９/25(火)

11/20(火)

１/15(火)

１次書類審査

４/24(火)

６/19(火)

８/14(火)

10/23(火)

12/11(火)

２/12(火)

２次面接審査

５/８(火)

６/26(火)

８/21(火)

10/30(火)

12/18(火)

２/19(火)

最終選考会

６/８(金)

８/３(金)

10/５(金)

11/30(金)

２/１(金)

３/15(金)

川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンター
TEL044-548-4143、FAX044-548-4146

かわさき起業家オーディション
１

創業したい
商人（あきんど）デビュー塾
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、小売 ・
サービス業）の創業支援セミナーを開催します。
事業プランや資金計画の作成、SNS・webを活用した広報など、実践的な内容となっています。店舗見
学ツアーや、各種機関による創業支援メニューの紹介もあります。
【平成30年度予定】
5月19日～7月28日の全12回、川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）で開催。
定員25名（先着順）、受講料6,000円。4月16日申込受付開始。
【申込先】川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
TEL044-813-0808、FAX044-813-0864
【問合先】川崎市経済労働局商業振興課
TEL044-200-2352、FAX044-200-3920

商人デビュー塾

ソーシャルビジネス振興事業
子育て支援、高齢者福祉、障がい者支援、貧困対策等の課題の解決を図る
ビジネスに取り組む、またはこれから取り組みたい方の起業・創業・経営を
支援します。
相談窓口を開設するとともに、夏以降には起業や経営に関するセミナー等
を開催します。詳細はホームページをご覧ください。
川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2334
FAX044-200-3920

「つなぐっどKAWASAKI」または 「川崎 ソーシャルビジネス」

女性起業家支援事業
女性の働き方の一つとして、起業という選択肢を考えている方や、起業をして事業を継続するために
奮闘している方を支援します。
【起業・創業の知識取得・情報収集（セミナー）】
○女性起業家ビギナーズサロン（単発講座、連続講座）
○「起業プラン作成支援講座」（10～11月頃実施予定）
【女性起業家セミナー】
○HP作成実践講座（10月・２月実施予定）
女性起業家の事業計画作成講座
【個別相談会】
○起業家無料相談会（年９回土曜日、年５回水曜日）
【実践・事業のPR支援】
○女性起業家ミニ見本市（６月24日「すくらむ21まつり」）
○すくらむ21ミニマルシェへの女性起業家出店ブース（毎月１回）
【情報交換、モチベーションの向上】
○かわさき女性起業家フォーラム（９月実施）
女性起業家ミニ見本市
川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
TEL044-813-0808、FAX044-813-0864

すくらむ21 起業

空き店舗活用アワード事業（いらっしゃい！商店街のNewShop）
過去３年以内に川崎市内の商店街で開業した店舗が対象となる表彰制度
です。開業からの実績や今後の展望などを審査のうえ、優秀な店舗を開業
者の模範として表彰し、報奨金を授与します。
【平成30年度予定】
７月頃から募集開始予定
大賞：１件・賞金30万円＋賞状、優秀賞：２件・賞金10万円＋賞状
川崎市経済労働局商業振興課
TEL044-200-2328、FAX044-200-3920

平成29年度大賞受賞
azzurro private salon（美容室・新丸子）

川崎 空き店舗 アワード
２

創業したい
かわさき新産業創造センター
新たな科学・技術の創出を目指す研究開発拠点「新川崎・創造のもり」に立地し、最先端技術の事業化
に挑む起業家やベンチャー企業等に対し、経験豊富な専門家が成長支援を提供するインキュベーション施
設です。また、クリーンルームを備えたNANOBICではナノ・マイクロ分野の研究機器のオープンラボや、
先端技術セミナー等の産学連携事業を行っています。
2019（平成31）年1月には、新たにAIRBICが開設し、大幅な施設拡張を予定しています。
内観イメージ

新施設AIRBIC

KBIC
研究スペース41室のほか
３Dプリンター等の共用装置を設置

NANOBIC
研究スペース21室のほか
NANOBICオープンラボを運営

・市と大和ハウス工業(株)との共同プロジェクトによる大規模R&D施設
・市が運営するインキュベーション施設は、２Fに約40室を整備
（平成30年7月以降に入居者の公募を予定）
・大和ハウスグループが運営する１F、３F～５Fは、長期間の入居が
可能な研究スペースとして約11,000㎡を整備
・300人規模のレセプションに対応した多目的会議室やテラス席付の
飲食スペースを設置

経験豊富な専門家による成長支援

施設アクセス
施設アクセス

インキュベーションマネージャーによる成長支援
経営、事業計画、資金調達などにノウハウを持つインキュベーション
マネージャーが施設に常駐し、入居者のニーズに沿った適切な支援を
行います

鹿島田駅
新川崎駅

技術コーディネーターによる技術支援
専門知識を有する技術コーディネーターによる技術講習会を多数開催
し、施設内に設置した工作機械の利用を支援します

市内外の企業・団体とのマッチング支援

入居者の成長支援の一環として、市内外の企業・大学が出会い、交流
する様々なイベントを開催し、マッチングを支援します

川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2407、FAX044-200-3920
（指定管理者）かわさき新産業創造センター共同事業体
TEL044-587-1591、FAX044-587-1592

・JR横須賀線「新川崎駅」より徒歩10分
・JR南武線「鹿島田駅」より徒歩15分

かわさき新産業創造センター

研究開発型ベンチャー企業成長支援事業
最先端技術の事業化に取り組む起業家や、立ち上げ間もないベンチャー企業を対象とした短期・集中の
成長支援として、対象者の技術分野や課題に精通した専門家による約３か月のメンタリングと、投資家等
に対するピッチ形式のマッチング機会の提供を行います。
詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。
【平成30年度予定]
７月頃募集予定
５

川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2407、FAX044-200-3920

川崎 ベンチャー 成長支援
３

経営支援を受けたい
融資案内（経営支援）
中小企業の方に対し、事業資金の円滑化及び経営基盤の安定化を図るため、各種資金を長期・固定金利
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及び取扱金融機関と協調し
て行っているものです。
【主な融資制度】
名

称

限度額

利率（年）

振興資金

２億円

2.5%以内

10年以内

設備強化支援資金

２億円

2.4%以内

15年以内

3,500万円

2.1%以内

８年以内

300万円

1.3%以内

４年以内

小口零細対応小規模事業資金
※平成30年度から融資限度額拡充

2,000万円

2.0%以内

10年以内

不況対策資金（10年型）

8,000万円

1.7%以内

10年以内

条件変更改善型借換資金
※平成30年度新設

２億8,000万円

2.3%以内

15年以内

流動資産担保資金

２億5,000万円

1.9%以内

１年以内

小規模事業資金
小規模事業資金（ミニ）

拡

新

充

設

融資期間

※創業に関する融資制度は、Ｐ１を参照

川崎市経済労働局金融課 TEL044-544-1846、FAX044-544-3263
中小企業溝口事務所
TEL044-812-1112、FAX044-812-2075

川崎 融資制度

窓口相談
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。
不定期月曜日
13:30-16:30

毎週火曜日
13:30-16:30

第２･４週水曜日
13:30-16:30

毎週木曜日
13:00-16:00

毎週金曜日
13:30-16:30

創業・経営全般

創業・経営全般

経営に関する法律

受発注

創業・経営全般

中小企業診断士等

財団マネージャー等

弁護士

神奈川産業振興ｾﾝﾀ-職員

中小企業診断士等

川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンター
TEL044-548-4141、FAX044-548-4146

川崎 財団 窓口相談

専門家派遣
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。派遣1回につき負担金
15,428円を事前納入してください。
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。
５

川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンター
TEL044-548-4141、FAX044-548-4146

川崎 財団 専門家派遣

ワンデイ・コンサルティング
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。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）。
５

川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンター
TEL044-548-4141、FAX044-548-4146

川崎 財団 ワンデイ
４

経営支援を受けたい
がんばるものづくり企業応援補助金（経営改善事業）
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。
対 象 者

平成29年度の交付企業例
(株)大矢製作所
(摩擦圧接工法における
加工条件設定効率化と品質安定化)

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、小規模情報通信業者

市内の小規模事業者が安定した経営の継続に向けて
対 象 事 業 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）
補 助 額 １件あたり最高50万円
補 助 率 補助対象経費の1/2以内
公 募 期 間 ４月～12月末 ※先着順、予算がなくなり次第終了

補助金を活用し、作業場に合う温度センサー
とデータ記録計を設置。加工条件の抽出ができ
る環境を構築した。
今後、加工作業の最適化やトレーサビリティ
確保を図っていく。

川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2324、FAX044-200-3920

川崎 がんばる 経営改善

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）
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）における工場等の新増設にかかる経費の一部を助成します。
対

象

地

域 市内の準工業地域及び工業地域 ※除外区域あり

対

象

事

業 工場等を新増設する事業（既存の建物を賃借または取得する場合を含む）

助 成 対 象 経 費 土地、建物、設備の取得等に要する費用（賃借料・リース料を含む） など
補 助 率 ・ 限 度 額 助成対象経費の1/5以内、上限3,000万円
公

募

期

間 ４月～ ※予算がなくなり次第終了

川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2333、FAX044-200-3920

平成29年度実績
５件申請、１億1,100万円交付見込

川崎 工場 助成

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）
市内に工場を有する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に向けた取
組に対して経費の一部を助成します。
対

象

地

域 市内全域 ※除外区域あり

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

助 成 対 象 経 費 防音・防振・脱臭等を目的とした設備の設置に係る費用 など
補 助 率 ・ 限 度 額 助成対象経費の3/4以内、上限300万円
公

募

期

間 ４月～１月末

平成29年度実績
８件申請、1,308万円交付決定
※先着順にて受付、予算がなくなり次第終了

川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2333、FAX044-200-3920

川崎 防音 助成

５

経営支援を受けたい
市内事業者エコ化支援補助金
市内中小企業者の太陽光発電設備、太陽熱利用設備等の再生可能エネルギー源利用設備の導入や空調、
照明、燃焼機器、生産設備等の省エネルギー型設備の導入等、エコ化の取組に対して補助金を交付します。
対 象 者 川崎市地球温暖化対策推進条例に定める中小規模事業者等
対象事業 １ 再生可能エネルギー源利用設備の導入
２ 省エネルギー型設備の導入
３ 上記１又は２に示した設備と併せて導入するエネルギー管理装置
補 助 額 上限200万円
補 助 率 補助対象経費の1/4以内 ※「低ＣＯ２川崎ブランド」認定製品導入の場合は1/3
年４回（６／１～７／２、８／１～８／３１、10／１～10／31、12／３～１／４）
公募期間 ※予算上限に達した場合、当該募集回で受付を終了し、次回以降の募集は行いません。
※各募集期間に定められた期限までに、相談票の提出が必要になります。
川崎市環境局地球環境推進室
TEL044-200-3873、FAX044-200-3921

川崎 エコ化支援

公害防止資金融資制度
低公害車*の購入や公害防止のための施設を設置するために必要な資金の融資を斡旋するとともに、当該
資金に関し金融機関に支払った利子の全額又は半額を補給します。
融資取扱金融機関は下記までお問い合わせください。
*車両本体価格と諸経費に加え、業務上必要な附属品も融資の対象になります。
川崎市環境局環境管理課
TEL044-200-2506、FAX044-200-3922

川崎 公害防止資金

中小規模事業者向け省エネルギー診断
エネルギー管理士の資格を持った専門の職員による省エネルギー診断を無料で実施します。工場・オフ
ィスなどにお伺いし、光熱費削減につながる省エネルギー診断を行い、改善に必要な費用や費用回収期間
を試算するなど、貴社に適した対策を提案します。
４月以降、随時相談を受け付けています。
川崎市環境局地球環境推進室
TEL044-200-3836、FAX044-200-3921

川崎 省エネ診断

公共工事代金債権信託制度（コントラスト）
本市と工事請負契約を締結している受注者が、市の承諾を得て、当該未完成工事の工事請負代金債権を
新銀行東京（平成30年５月から「きらぼし銀行」）に譲渡することにより、同行から資金を調達すること
ができる制度です。
受注者は、工事完成前に工事代金債権を現金化することができます。
対象工事等、詳細についてはお問い合わせください。
川崎市財政局契約課
TEL044-200-3695、FAX044-200-9901

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を行います。
申込数が多い場合は対応できないこともありますので、まずはお問い合わせください。
川崎市経済労働局商業振興課
TEL044-200-2356、FAX044-200-3920

かわさきの商業 アドバイス
６

販路を開拓したい
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します。
【平成30年度開催予定】
7月11日(水)～13日(金)、かながわサイエンスパーク（ＫＳＰ）
テクノトランスファーinかわさき2017
118社・団体出展 約8,000人来場

川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2324、FAX044-200-3920

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）
平成29年度は発注企業52社、受注企業194社が
参加し、商談件数は848件に上りました

中小企業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。
【平成30年度予定】
9月20日(木)、川崎市産業振興会館で開催
６月頃募集開始、参加費無料
川崎市産業振興財団 中小企業サポートセンター
TEL044-548-4125、FAX044-548-4146

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。
【平成30年度予定】
「テクニカルショウヨコハマ2019」
（平成31年２月６日（水）～８日（金）・パシフィコ横浜、30 社程度を募集）
川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2324、FAX044-200-3920

テクニカルショウヨコハマへの共同出展
（平成30年２月７日～９日）

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。

対 象 者

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、中小
情報通信業者、組合等

対 象 事 業 新製品開発後の検査・展示会出展経費に対する補助
補 助 額 最高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 率 補助対象経費の1/2以内
公 募 期 間 ４月２日（月）～４月27日（金）

川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2324、FAX044-200-3920

川崎 がんばる 販路開拓

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。認定製品・技術は常設展示やパンフレット・Webで広くPRします。
【平成30年度予定】
９月頃募集。詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。

ブランドロゴマークを
ご利用いただけます

川崎ものづくりブランド

川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2324、FAX044-200-3920
７

販路を開拓したい
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、
市内で生産・製造された食品・農産物・工芸品などの販売を行います。
「こども駅長制服撮影会」や「お楽しみ抽選会」なども併せて実施しています。
【平成30年度予定】
６月と11月の年２回開催
川崎市経済労働局商業振興課
TEL044-200-2352、FAX044-200-3920
川崎商工会議所多摩支所（問合せ先・出店申込先）
TEL044-932-1100、FAX044-932-1101

Ｂｕｙかわさき

かわさき名産品2018
市内で生産・製造・加工・販売されている品物の中から、お土産にも使える川崎らしい品物を「かわさ
き名産品」として認定し、広く市内外に紹介・宣伝しています。
平成30年４月に、菓子類58品、その他の食品類44品、工芸品等15品の計117品が認定されます。
川崎市経済労働局観光プロモーション推進課
TEL044-200-2329、FAX044-200-3920

かわさき名産品

川崎市海外ビジネス支援センター（KOBS）
市内企業の海外展開に係る相談にワンストップで対応するため、「川崎市海外ビジネス支援センター」
を開設しています。（川崎市産業振興会館７階 JR川崎駅徒歩８分、京急川崎駅徒歩７分）
海外への販路開拓や海外進出等をお考えの企業、既に海外展開を進められている企業の課題解決など、
市内企業の海外展開を支援します。
川崎市経済労働局国際経済推進室
TEL044-200-2336、FAX044-200-3920
川崎市海外ビジネス支援センター（KOBS）
TEL044-541-5232/5233

KOBS

川崎国際環境技術展
優れた環境技術・製品等を川崎から広く国内外へ発信し、ビジネス
マッチングの場を提供する国際展示会「川崎国際環境技術展」を開催し
ます。
ビジネス交流会等、ビジネスマッチングを促進する企画も多数ご用意
しています。
【平成30年度予定】
平成31年２月７日（木）～８日（金）、カルッツかわさきで開催

平成29年度実績

来場者16,100人、ビジネスマッチング667件

川崎市経済労働局国際経済推進室
TEL044-200-2313、FAX044-200-3920

かわさきエコテック

かわさきグリーンイノベーションクラスター
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
と環境技術による国際貢献を目指すネットワークです。
環境分野における海外展開や企業間の連携を支援し
ます。

川崎市経済労働局国際経済推進室
TEL044-200-2335、FAX044-200-3920

これまでにこのような案件を実施しました
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
実現可能性調査事業
グリーンイノベーションクラスター

８

販路を開拓したい
かわさき基準による福祉製品の認証
本市独自の福祉製品のあり方を定めた基準「かわさき
基準（ＫＩＳ）」に基づき、認証を行います。認証した
製品はＫＩＳマークを使用することができるほか、本市
のホームページやパンフレットでＰＲします。
特に、製品「モノ」の活用から生活の質の向上が促進
されるといった「コト」を具体化している製品について
は、「かわさき基準（ＫＩＳ）プレミアム」として認証
し、認証製品の活用により新たな社会モデルとなりうる
取組を積極的に行います。

これまでにこのような製品を認証しました

排尿予知ｾﾝｻｰ 骨伝導式音声拡張器 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ
「Dfree」 「ボン・ボイス」 「なでなで
ワンちゃん」

川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2513、FAX044-200-3920

ウェルフェアイノベーション

福祉製品の導入促進（補助事業）
ＫＩＳ認証福祉製品等を市内の事業所に導入する際の支援を行
います。
また、市内に事業所を有するＫＩＳ認証事業者が展示会に出展
する際の支援を行います。
対

対

象

象

者

事

平成29年度の交付企業例
オットーリフト(株)
国際福祉機器展への出展
（東京ビッグサイト）

導入促進：モニター評価等支援事業所であって、かつ市内に事業所を有して１年以上
事業を営み、補助対象事業を市内の事業所で行う者
展示出展：市内に事業所を有するＫＩＳ認証事業者

導入促進：認証製品等利用者の自立支援及び介護負担の軽減に向けて製品活用による
新たな価値創造につながる効果が期待されるもの
業 展示出展：福祉製品等の周知・普及及びｳｪﾙﾌｪｱｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの取組のﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ促進のため
に、自らの福祉製品等を展示会に出展する事業

以下
補助額・補助率 導入促進：50万円以下、補助対象経費の1/2
展示出展：20万円以下、補助対象経費の1/3 以下
公

募

期

間 ４月頃～５月頃 詳細はお問い合わせください

川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2513、FAX044-200-3920

ウェルフェアイノベーション

中小企業利用促進コンテナ貨物補助制度
川崎港コンテナターミナルを利用した市内中小企業の海外販路の開拓を支援します。
対 象 者 市内に本社または本店を置き、中小企業基本法第２条に規定する事業者
事業内容 川崎港を利用し、外国諸港湾または国内諸港湾との間で海上コンテナ貨物を輸出、輸入、
移出または移入する事業
補 助 額 20フィートコンテナ１本あたり５万円、上限60万円
公募期間 ４月～２月末 ※予算がなくなり次第終了
川崎市港湾局経営企画課
TEL044-200-3628、FAX044-200-3981

デザイン、動画等の活用促進
デザインの活用をテーマとしたセミナーを開催するほか、意欲のある事業者を対象として、デザイナー
など専門家による相談支援を行うことで、情報発信力の強化や製品の高付加価値化を図ります。
川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-0168、FAX044-200-3920

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。（随時受付）
川崎市経済労働局消費者行政センター
TEL044-200-3864、FAX044-244-6099

協定店であることを示す
店頭貼付用ステッカー

９

新製品・新技術を開発したい
コーディネート支援・出張キャラバン隊
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県立産業技術総合研究所、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。
川崎市産業振興財団新産業振興課
TEL044-548-4152、FAX044-548-4151

川崎 産学連携

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、連携機関との交流促進により、
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」を推進します。
川崎市産業振興財団新産業振興課
TEL044-548-4113、FAX044-548-4151

過去のマッチング事例
(株)セミコンクオーツ

（高粘度ﾏｲｸﾛｼﾞｪｯﾄ実験装置）

川崎 産学連携

新分野・新技術支援研究会（ＮＦＴ）
広範かつ専門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。
いくつかの専門研究会を定期的に開催し、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
[研究会テーマ] ・市場創造研究会
ども実施しています。
・アクションリサーチ研究会
会費は１研究会あたり15,000円です。
・広報・マーケティング研究会 など
川崎市産業振興財団事業推進課
TEL044-548-4119、FAX044-548-4110

川崎 ＮＦＴ

知的財産交流事業
大企業や大学、研究機関等が保有する
特許や技術等の知的財産を中小企業に移
転し、中小企業の新技術・新製品開発等
の新たな事業展開を支援します。
シンポジウムや交流会等により、知的
財産を切り口とした大企業等と中小企業
の交流の場を提供するほか、知的財産
コーディネータによるマッチングや事業
化支援を行います。

平成29年度のマッチング事例

自動車生産ライン向け
部品自動供給装置

【平成30年度予定】
知的財産交流会：年３回、知的財産シンポジウム：年１回開催。
詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。
川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-3896、FAX044-200-3920
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天井屋根裏等の点検用に考案された
360度撮影カメラ用照明付架台

川崎 知的財産

新製品・新技術を開発したい
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
対

象
象

平成29年度の交付企業例
Ｓ‘ＮＥＸＴ(株)
平面振動板型スピーカーの
軽量化・生産技術の確立

者 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、中小情報通信業者
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

補助額・補助率 １件あたり100 万円以内、補助対象経費の1/2 以内
公

募

期

間 ４月２日（月）～４月23日（月）

川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2324、FAX044-200-3920

川崎 新技術 補助金

産学共同研究開発プロジェクト補助金
平成29年度の交付企業例
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 (株)アステム、(株)Ａ－ＬＩＦＥ、
ヨダカ技研(株)
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
対

象
象

者 市内に事業所を有して１年以上事業を営んでいる中小企業等
事

業 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

補助額・補助率 １件あたり500 万円以内、補助対象経費の2/3 以内
公

募

期

間 ４月２日（月）～４月23日（月）

川崎市経済労働局工業振興課
TEL044-200-2324、FAX044-200-3920

川崎 産学 補助金

ナノ・マイクロ機器利用促進補助金

平成29年度の交付企業例

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 ヨダカ技研(株)
ため、市内中小企業等がナノ・マイクロ技術の研究装置等を利用するため 血球細胞分画システム
の開発と販売
の費用の一部を助成します。
対
対

者 市内に事業所を有して１年以上事業を営んでいる中小企業、中小企業団体

象
象

事

業 ４大学（慶應・早稲田・東工大・東大）ナノ・マイクロファブリケーションコンソー
シアムが「新川崎・創造のもり」に設置する先端研究装置を利用した研究開発事業

補助額・補助率 補助上限額40万円、補助対象経費の1/2 以内
公

募

期

間 ４月～１月末 ※先着順にて受付、予算がなくなり次第終了

川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2407、FAX044-200-3920

川崎 ナノマイクロ 補助金

福祉製品の開発支援（補助事業）

平成29年度の交付企業例

福祉製品の活用を支援するため、販路開拓に関する支援を行います。
対
対

象
象

(有)松橋製作所
盲導犬一本棒ハーネス

者 ウェルフェアイノベーションフォーラム参画者２者以上による共同事業実施者
11

事

業 福祉製品・サービスの創出のために実施する事業で、創出の成果が本市の福祉・介護
分野の課題解決に資するもの

補助額・補助率 １件あたり100 万円以内、補助対象経費の1/2 以内
公

募

期

間 ４月頃～５月頃 詳細はお問い合わせください

川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2513、FAX044-200-3920

ウェルフェアイノベーション
11

新製品・新技術を開発したい
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
平成29年度は
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 このようなテーマで行いました
〇「産業界の新時代を拓く
研究者・技術者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。
ソフトロボティクス」
【平成30年度予定】
〇「最先端技術が拓く医工
年２回程度開催。詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。

連携・ヘルスケアの世界」

川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2407、FAX044-200-3920

Ｋ２セミナー

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にて、入居企業や市内企業等の技術力向上や人材育成、技術革新対応を支
援するため、施設内の「ものづくり工房」の工作機械やCAD/CAMシステムを活用した実技中心の講習会
やセミナーを実施します。
【平成30年度予定】
年20回程度開催。詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。
川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2407、FAX044-200-3920
（指定管理者）かわさき新産業創造センター共同事業体
TEL044-587-1591、FAX044-587-1592

ＫＢＩＣ 技術セミナー

ナノ茶論（サロン）、ナノ・マイクロ技術セミナー
ナノ・マイクロ分野を中心とした産学連携の促進に向けて、新川崎・創造のもりにおいて、研究者や技
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。
また、環境・エネルギー、医療やＩｏＴ等の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
メリットや業界の最新動向等に関するセミナーを開催します。
【平成30年度予定】
ナノ茶論：年10回、セミナー：年２回開催。詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。
川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-2407、FAX044-200-3920

ナノ茶論

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、企業等と福祉関係者とのネット
ワーク形成の場（フォーラム）を提供します。
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。
川崎市経済労働局イノベーション推進室
TEL044-200-3226、FAX044-200-3920

平成29年度はこのような
プロジェクトを行いました
〇外出支援サービス創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
〇認知症予防・治療プロジェクト
〇聞こえのﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
ウェルフェアイノベーション

環境技術産学公民連携共同研究事業
川崎市が抱える環境課題の解決等につながる環境技術の
研究・開発を支援します。
市の委託事業（１件あたり200万円以内）として実施す
る公募型共同研究事業と、市と協定を結んで実施する連携
型共同研究事業の２種類あります。連携型共同研究事業は
年間を通じて募集しています。
川崎市環境局環境総合研究所都市環境課
TEL044-276-8964、FAX044-288-3156

平成29年度はこのような事業を行いました
〇微細藻類の新大量培養システムの研究開発
〇溶融噴射式遮熱塗料の効果検証

川崎 産学公民連携
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新事業展開や新分野進出に取り組みたい
ＩＣＴ産業連携促進事業
情報通信産業の従業者割合が全国トップクラスにある市内へのＩＣＴ産業の集積の
強みを活かし、汎用技術であるＩＣＴと製造業や他の産業との連携を促進します。
①企業間マッチングや課題解決に向けたＩＣＴコーディネータの派遣（随時）
②ＩＣＴ活用に向けた機運醸成、課題解決のためのセミナーや異業種交流イベントの
開催（年４回程度）
川崎 防音 助成
③「かわさきＩｏＴビジネス共創ラボ」におけるネットワーク形成・ノウハウ共有・
５
ＩｏＴ技術導入促進の場の提供
川崎市経済労働局工業振興課

TEL044-200-2324、FAX044-200-3920

魅力あふれる個店創出事業
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

事

業 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、
審査会で効果が高いと認められた事業

補助額・補助率 １件あたり30 万円以内、補助対象経費の1/2 以内
川崎市経済労働局商業振興課
TEL044-200-2328、FAX044-200-3920

かわさきの商業

都市農業活性化連携フォーラム
市内産農産物の付加価値向上や農作業の効率化・省力化、地域の活性化
等を図るため、農業者、ＪＡ、工業者、商業者、大学、ＮＰＯ、市民等の
多様な主体との連携を創出する場として「都市農業活性化連携フォーラム」
を開催します。
当フォーラムでは、農業との連携に関する情報を得られるほか、農業者を
はじめとした多様な業種の方々と交流を図ることができます。
【平成30年度予定】
年１回程度。詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。
川崎市経済労働局農業振興課
TEL044-860-2462、FAX044-860-2464

平成29年度は「農業と商業の連携」や
「農業と市民（団体）の連携」等を
テーマに開催

農商工等連携推進モデル事業
本市農業が抱える課題について、市内農業者と多様な主体との連携を促し、 平成29年度は以下の連携
課題解決を図るような、先導的なモデル事業に対して支援します。
による事業を行いました
具体的には、市が事業公募（３月26日（月）～４月20日（金））を行い、
○ 農業×デザイン
審査を経て、事業委託を行います。
○ 農業×福祉
○ 農業×大学×地域

川崎市経済労働局農業振興課
TEL044-860-2462、FAX044-860-2464

医工連携の推進
市内企業の医療機器産業分野への参入を促進するため、ものづくり企業等
による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するセミ
ナーや勉強会の開催、医療職や医療機器製造販売企業との交流・商談機会の
提供などを行います。
【平成30年度予定】
「医工連携フォーラムｉｎかわさき」（年１回程度）
「医工連携展示フェア」（平成31年１月、文京シビックセンター） 他
医工連携展示フェア
川崎市経済労働局工業振興課
医工連携フォーラムinかわさき
TEL044-200-2326、FAX044-200-3920
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人材を確保したい
労働相談
労働に関する諸問題の解決に向けて、市内の事業者及び勤労者を対象とした相談窓口を設置しています。
下記の窓口に電話でお問い合わせください。
※閉庁日を除く
相 談 場所
中原区役所地域振興課（TEL044-744-3156）
経済労働局労働雇用部（TEL044-200-2272）

開設日

窓口相談
8:30-12:00、13:00-15:00

月～金

10:30-13:00、14:00-17:00

川崎市経済労働局労働雇用部
TEL044-200-2272、FAX044-200-3598

電話相談
8:30-17:00

川崎 労働相談

就業マッチング
就職に関する総合相談窓口「キャリアサポー
トかわさき」では、求職者へ個別相談を行い、
ニーズに沿った求人情報を紹介します。求人募
集を希望する企業等に対しては、求人票を預か
り、求職者を紹介するほか、採用等に関する相
談業務やセミナーを行います。

てくのかわさき
月～土10:00-17:00
（川崎市生活文化会館） 火のみ10:00-20:00

常 設窓 口

出張窓口 川崎区役所・麻生区役所 月・木10:00-16:00
てくのかわさき

託児付き

川崎市経済労働局労働雇用部 TEL044-200-2276、FAX044-200-3598
キャリアサポートかわさき
TEL044-811-6088、FAX044-812-1148

火

9:30-16：00

キャリアサポートかわさき

合同企業就職説明会
高校や大学の新規卒業者等を対象にした合同企業就職説明会を開催します。参加費用は無料です。
【平成30年度予定】
高校卒業予定者向け：２回、大学卒業予定者向け：４回 等
詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。
川崎市経済労働局労働雇用部
TEL044-200-2276、FAX044-200-3598

川崎 合説

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、行政機関・民間企
業等が実施する就業支援事業など、求職者と求人企業等が
役立つ情報を掲載しています。
情報掲載をご希望の場合はご連絡ください。
川崎市経済労働局労働雇用部
TEL044-200-2276、FAX044-200-3598
(株)フューチャーリンクネットワーク
TEL047-495-0635、FAX047-495-0625

ＪＯＢ－Ｌかわさき は、川崎市と民間企業が協働で運営する就職応援ポータルサイトです。
就職説明会等のお知らせ

人材確保のための情報

地元の魅力企業を紹介

相談窓口等を紹介

ＪＯＢエル

かわさきマイスター事業
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」を作る現役の技術・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、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。
【平成30年度予定】
４月２日（月）～５月25日（金）募集、11月発表

平成29年度に認定されたマイスターの方々
・青木
・北村
・越畑
・宍戸
・藤巻

川崎市経済労働局労働雇用部
TEL044-200-2242、FAX044-200-3598

保男氏
正治氏
好夫氏
哉夫氏
今朝男氏

ウィンドウ・フィルム施工
工業彫刻・精密刻印・金型彫刻
造園・土木工事業
洋菓子製造業
貴金属装身具製作

かわさきマイスター
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人材を確保したい
「働き方改革」による中小企業活性化プロジェクト
市内中小企業における多様な勤務形態の導入・多様な人材活用など
「働き方改革」への取組を支援し、働く人の働きやすい環境づくりと
中小企業の人手不足の解消を図ります。
【平成30年度予定】
○相談窓口の設置
○専門アドバイザーの派遣
○啓発セミナーの実施
○先進事例の調査・周知
川崎市経済労働局労働雇用部
TEL044-200-3653、FAX044-200-3598

勤労者福祉共済制度

「働き方改革」啓発セミナー

～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。
会員向けイベントの開催

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

川崎 共済

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

女性活躍推進（就労継続＆管理職養成研修）事業
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。
【平成30年度予定】
〇職場復帰セミナー&カフェ（２回）
〇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（５回）
〇女性マネジメント力ステップアップ講座（５回） ＆交流会
〇ロールモデル紹介＆カフェ等
〇育休中の方向け「ふらっと子連れカフェ」（毎月１回）
川崎市男女共同参画センター（すくらむ21）
TEL044-813-0808、FAX044-813-0864

女性リーダー養成研修

すくらむ21 女性リーダー

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25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30年度予定】
バトルロボット部門・Ｊｒロボット部門：8月24日（金）～26日（日）
テクノ・クエスト部門
：平成31年3月
川崎市産業振興財団事業推進課
TEL044-548-4117、FAX044-548-4110

かわロボ
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情報を収集したい（セミナー）
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。
詳細が決まり次第、市ホームページ等でご案内します。

川崎市産業振興財団
経営支援課
TEL044-548-4141
FAX044-548-4146
事業推進課
TEL044-548-4121
FAX044-548-4110

イノベーション・システム研究会
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
新産業振興課
（新産業政策研究所）
TEL044-548-4115
FAX044-548-4151

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。
【平成30年度予定】
６月頃から６回開催。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
イノベーション推進室
TEL044-200-3896
FAX044-200-3920

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・技術者が分野を超えて互いの顔
の見える交流や知的刺激を得られる場を提供します。(年３回開催予定)
平成29年度はこのようなテーマで行いました
樋口 武男氏
坂井 知峰氏
秋山 仁氏

川崎市経済労働局
イノベーション推進室
TEL044-200-3896
FAX044-200-3920

大和ハウス工業(株)代表取締役会長 兼 最高経営責任者(CEO)
テーマ：先の先を読む経営 創業者 石橋信夫に学ぶ
(株)ミツトヨ 取締役常務執行役員
テーマ：『長さを測る歴史』と最先端の計測技術
東京理科大学教授、同大学理数教育研究センター長、
同大学数学体験館館長、同大学資料館館長
テーマ：発想の泉を掘り起こそう

くらしのセミナー（出前講座）
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
川崎市消費者行政センターキャラクター
ください。
てるみ～にゃ

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

住宅リフォームセミナー・中小建設業事業者研修会
川崎市経済労働局
工業振興課
TEL044-200-2324
FAX044-200-3920

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。
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情報を収集したい（媒体活用）
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。
【掲載情報】
〇立地環境
〇融資・助成制度等
〇関連機関

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、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

川崎市労働状況実態調査
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します。

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

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

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。

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。
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川崎市産業振興財団
新産業振興課
TEL044-548-4115
FAX044-548-4151

お問い合わせはこちらまで
お気軽にどうぞ
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る市内中小企業を応援するため、
この度、「川崎市中小企業活性化施策ハンドブック」を発行しました。
これは、平成19年度から発行してきた「川崎市中小企業活性化施策ガイドブック」
をリニューアルし、施策内容が一目でご覧いただけるよう、コンパクトに取りまとめた
ものです。
中小企業の元気はまちの活性化の源です。行政はもちろん、大企業や大学・研究機関、
関係団体等多様な主体とも連携し、事業活動を応援します。
ぜひ川崎市及び川崎市産業振興財団の事業をご活用いただき、事業活動の一助として
いただければ幸いです。

まずはご一報ください

平成30年度
川崎市中小企業活性化施策
ハンドブック
（平成30年３月発行）
《編集・発行》
川崎市経済労働局産業政策部企画課
〒210-0007
川崎市川崎区駅前本町11-2
川崎フロンティアビル10階
TEL
044-200-2332
FAX
044-200-3920
E-mail 28kikaku@city.kawasaki.jp

