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■ハローワーク木場（木場公共職業安定所）
　☎3643-8609
　〒135-8609　江東区木場2-13-19
求人・求職の申し込み受け付け、フルタイム・パー
トタイム・障害者などの職業相談・紹介、都立職業能
力開発センターなどへの入校あっせん、雇用保険の給
付・適用業務を行っています。
利用時間　月～金８時30分～17時15分
　　　　　（祝 休、年末年始を除く）
［ハローワークインターネットサービス］
　https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
■船堀ワークプラザ　☎5659-8609
船堀3-7-17　第５トヨダビル６階
新宿線船堀駅から徒歩２分
ハローワーク木場の出先機関です。求職の申し込み
受け付けや職業相談・紹介を行っています。
利用時間　�月 水 木９時～17時、火 金９時～19時、第

２・４土10時～17時
　　　　　（祝 休、年末年始を除く）
■ほっとワークえどがわ（区役所東棟１階）
　☎5662-0359
　「働きたい」地域の住民に対して自己検索機での求
人検索や職業相談・紹介を行っています。
利用時間　月～金9時～17時（祝 休、年末年始を除く）
◦ミニ面接会と就職ガイダンスセミナー
　ミニ面接会は事業所（３社程度）の人事担当者と直
接面接ができます。また、就職ガイダンスセミナーも
開催しています（いずれも予約制）。
■就労相談（区役所東棟１階）　☎5662-0976
　就労・就職に関する相談窓口です。16歳以上の方
はどなたでも利用できます。
利用時間　月～金９時30分～12時、13時～16時30

分（祝 休、年末年始を除く）
◦就労相談【1回30分】（予約不要・先着順）
　相談を通して皆さんが必要とする支援サービスや各
種支援機関などを案内します。
◦カウンセリング【1回45分】（要事前予約）
　就労相談、面接対応、応募書類の書き方、職業適性
診断　ほか

職業についての相談は ◦内職相談（予約不要・先着順）
　ご家庭でできる仕事の相談と紹介をしています。出
張相談も実施していますので、詳しくは区ホームペー
ジをご確認ください。事業所の求人も受け付けていま
す。

■ヤングほっとワークえどがわ　☎5659-3685
船堀3-7-17　第５トヨダビル６階
船堀ワークプラザ内
新宿線船堀駅から徒歩２分
江戸川区が運営する就労支援コーナーです。16歳
以上の方はどなたでも利用できます。
利用時間　 月～金9時30分～12時、13時～16時30分

（祝 休、年末年始を除く）
※カウンセリング、職業適性診断などは電話予約制で
す。
◦就労相談【1回30分】（予約不要・先着順）
　相談を通して皆さんが必要とする支援サービスの提
供や各種支援機関などを案内します。
◦カウンセリング【1回45分】（要事前予約）
　就労相談、面接対応、応募書類の書き方、職業適性
診断　ほか
◦ 就労に役立つパソコン講習（対象：文字入力ができ
る方、要事前予約）
　履歴書、職務経歴書、家計簿を作成しながらWord
とExcelの操作を学習します。
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城東職業能力開発センター江戸川校
☎5607-3681・ 5607-4816
中央2-31-27
都内13の都立職業能力開発センターでは、100科
目以上の訓練コースを設けています。訓練期間は２

技能を身に付けるには
都立職業能力開発センター

年・１年・６カ月・３カ月が中心で、授業料は一部有
料となっています。就職の紹介もします。ハローワー
クの紹介で入校した方は、雇用保険などが支給されま
す。そのほか、在職者を対象にキャリアアップを図る
ための短期講習（有料）を行っています。

■ワークサポート
　生活困窮者・生活保護受給者・児童扶養手当該当者
の職業相談・紹介を行っています（要事前予約）。ハ
ローワーク木場の職員が在駐し、自己検索用端末も設
置しています。

利用時間　月～金８時30分～12時、13時～17時 
（祝 休、年末年始を除く）

ワークサポートこいわ　☎5622-7875
　東小岩6-9-14　生活援護第二課内　　
ワークサポートかさい　☎5659-0735
　東葛西7-12-6　生活援護第三課内

中 小 企 業

区内の事業者を対象に各種の相談に応じています。
相談は無料です。どうぞご利用ください。
■融資相談　☎5662-2095～ 7
運転資金や設備資金の区融資制度の相談・申し込
み・あっせん紹介のほか、信用保証協会の別枠保証に
必要な認定受け付けも行います。
相談日時　月～金９時30分～17時
■ものづくり・受発注あっせん相談　☎5662-2140
製品の改良や開発について、技術相談のほか特許・
実用新案や助成制度、産学公連携に関する相談にも応
じます。製造業を対象に発注先・受注先を探している
企業に対して、適切な取引先を紹介・あっせんします。
相談日時　 月～金９時30分～17時 

（12時～13時を除く）
■特別経営相談　☎5662-0538
創業、新分野進出、経営の合理化、工場などの増改
築、立地対策、インターネットの活用など経営改善を
お考えのときは、ぜひご相談ください。
相談日時　 月 水 金９時30分～17時 

（12時～13時を除く）
■専門家相談　☎5662-0538
さまざまな経営課題に応じた専門家を派遣します。
■起業家支援アドバイザー派遣　☎5662-0538
起業を考えている方を対象に、専門家を派遣します。
電話または区ホームページでお申し込みください。

中小企業の経営相談は
中小企業相談室 ハローワーク木場（木場公共職業安定所）�

☎3643-8609

■東京都労働相談情報センター亀戸事務所� �
　☎3637-6110
　〒136-0071　江東区亀戸2-19-1　
　　　　　　　　カメリアプラザ７階
賃金不払いや労働時間、解雇などの労働相談、各種
労働情報の提供、労働セミナーなどを行っています。
■東京労働局�江戸川総合労働相談コーナー� �
　☎6681-8125
　船堀2-4-11（江戸川労働基準監督署内）
労働条件・解雇・ハラスメントなど、労使間トラブ
ル全般の相談を専門の相談員が受け付けています。

子育て支援課計画係　☎5662-0659
２歳以降も育児のために休業する従業員がいる中小
企業に対して、代替従業員との賃金差額や、求人広告
費を補助します。また、休業者には育児休業給付金と
同水準の支援金を支給します。補助対象は、区の定め
る基準を満たす育休制度がある区内中小企業です。対
象企業には育休支援が充実している企業として、区の
認定証を発行します。

雇用保険のことは

職場における労働問題などの相談は

２歳以降の長期育休支援制度

9292

し
ご
と
・
産
業



中小企業相談室☎5662-2095～ 7
■あっせん融資（中小企業振興事業資金融資制度）
申し込み資格　①区内に１年以上住所のある法人・個
人企業であること（１年以上実績のある法人が本社
を区内に移した場合、区内に住所が１年以上なくて
も可。また、個人の場合、区内に住所がなくても、
区内にのみ事業所があり、３年以上同一事業を営ん
でいる場合も可）、②同一事業を引き続き１年以上

中小企業の資金繰りには
区の中小企業振興事業資金融資制度（あっせん融資）

営んでいること、③信用保証協会の指定業種（許認
可が必要な場合あり）であること、④個人は所得
税・特別区民税を、法人は法人税・法人都民税を完
納していること、⑤中小企業者であること
※経営改善借換融資・経営向上資金・商店街店舗支援
資金・創業支援資金などは、要件が異なります。詳
しくは、お問い合わせください。

融　　　　資　　　　名 使　途 融　資　限　度　額 本人負担
金　　利

融資期間
（据置含む） 据置期間 信用保証

料 補 助

江
戸
川
区
中
小
企
業
振
興
事
業
資
金
融
資
（
あ
っ
せ
ん
融
資
）

中小企業事業資金融資
運　転 2500万円 併用は

5000万円 1.5％
６年以内

６カ月以内

当
該
融
資
分
を
全
額
補
助

設　備 5000万円 ８年以内

小企業小口資金融資
運　転 2000万円（保証協会の保

証付き融資残高が2000万
円以内となること）

1.5％
６年以内

６カ月以内
設　備 ８年以内

経営改善借換融資 運　転
5000万円
（既存債務額＋既存債務額
の20％）

1.5％ 15年以内 １年以内

経営向上資金融資
運　転

8000万円

0.5％

９年以内 １年以内
設　備

（ワーク・ライフ・バラ
ンス推進、地球温暖化対
策取組企業支援）

運　転 1000万円 ６年以内 ６カ月以内

商店街店舗支援資金融資
運　転

2500万円 0.5％ ９年以内 １年以内
設　備

創業支援資金融資
運　転 2000万円

（創業予定の個人の場合、
必要資金の2/3以内）

0.5％ ７年以内 １年以内
設　備

中小企業団体事業資金融資
運　転 5000万円 併用は

8000万円 0.5％
６年以内 ６カ月以内

設　備 8000万円 ８年以内 １年以内
※返済方法は据え置き期間経過後、元金均等月割返済。
※融資限度額・本人負担金利などは変更する場合があります。また、経済状況に適合したあっせん融資制度も適宜検討しています。
　詳しくは中小企業相談室までお問い合わせください。

中小企業退職金共済事業本部　☎6907-1234　

東京都産業労働局労働環境課　☎5320-4653

従業員の退職後の生活に備えて
中小企業退職金共済制度

中小企業従業員への貸し付け
都の融資（さわやか・すくすく・ささえ）

東京商工会議所江戸川支部　☎5674-2911
船堀4-1-1　タワーホール船堀３階
経営指導員や税理士・弁護士などの専門家による経
営相談を行っています。費用は無料です。担保・保証
人無しの融資もあります。

経営・創業・融資などの相談
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