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●公益認定事業区分 

（１）公益目的事業 

区内中小企業の振興を図る事業 

（２）収益事業等 

 〔１〕収益事業 

産学連携研究開発支援施設の管理運営 

施設貸与に伴う付加サービス事業 

〔２〕その他の事業（相互扶助等事業） 

区内中小企業勤労者の福祉向上を図る事業 

大田区産業プラザの公益目的外貸与事業 

大田区産業プラザ施設の維持・管理 

 

          ●予算額の記入例 

（補）・・・ 区補助金財源対応 

（自）・・・ 自主財源対応  

（利）・・・ 利用料金収入財源対応財源対応 

（委）・・・ 区委託料財源対応  

          

       ※予算額は細事業予算額のみを記載。人件費及び事業管理費は未計上。 

 

記載上の注意事項 
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公益財団法人大田区産業振興協会 
平 成 2 7 年 度 事 業 計 画 書   

（平成 27年４月１日～平成 28年３月３１日） 

１ 大田区の産業振興のための情報収集・発信に関する事業     【定款第４条（１）関係】 

   区内中小企業の高度な技術力や特徴等をＰＲし、大田区産業の持つ魅力を幅広く情報収集・発信する

他、協会が実施する各種事業、サービスの紹介、産業プラザをはじめ産業振興の拠点となる産業支援施

設について、協会ホームページや各種紙媒体を活用して区内外へＰＲする。  

[事業区分：全細事業とも公益目的事業] 

細事業名及び事業概要 対象等 予算額 (千円) 

①大田区産業振興普及事業 
（ア）総合事業案内冊子の配布 

協会事業の理解を深めてもらうことと、産業プラザの施設の利用促
進を図るため、ＰＲ用の総合事業案内冊子を作成・配布する。大田区・
公共施設、産業プラザの窓口で随時配布の他、国内及び海外の視察
団体にも配布。 

（イ）産業情報冊子の作成・配布 

大田区工業ガイドの作成・配布（日本語版・英語版・中国語版） 
国内及び海外からの視察団体に配布し理解を深めてもらう。 

（ウ）視察対応 
国内・海外からの視察･見学者の対応、見学の斡旋・引率。 

（エ）２０周年記念事業 
大田区産業振興協会創立２０周年を記念し、これまで実施してきた

実績等を紹介するとともに協会の新たな発展をめざし、対外的にも産
業振興協会の事業および経営理念の理解を深めてもらう。 

企業者、区民、 

来館者及び国

内・海外視察

者・見学者、産

業団体 

３，９９６ 
 (補)   ８６３  
(自) ３，１３３   

②大田ブランド発信事業 
大田ブランドのＰＲと登録企業の交流・ＰＲ活動推進・ロゴ商標管理

（海外含む）及び大田ブランド推進協議会の総務部（主に入出金管
理、役員会の開催、企画運営部会のサポート）を担当する。 

区内の 

中小企業 

(自)   ２０５   

③産業情報誌の発行 
区内中小企業へ有用な産業情報及び行政施策の情報を発信し、

自社の事業展開等に有効活用してもらうことを目的に、「テクノプラ
ザ」を発行（年６回）する。 

区内の 

中小企業 

(補) ４，８６５   

④産業情報受発信事業 
大田区の産業情報を広く発信し、区内外からの理解と関心を喚起

するとともに、取引機会の拡大を図る。また、各種産業情報を広く収
集し、区内中小企業へ発信・提供する。さらに、「下町ボブスレープロ
ジェクト」活動に対しＰＲ等を中心とした支援を行う。 

（ア）産業情報の収集と提供 
インターネットや新聞、雑誌等のメディアを活用し、区内外の産業 

情報を収集するとともに、協会ホームページや各種紙媒体を活用し
て広く発信・提供する。 

（イ） 区内中小企業の情報発信 
区内中小企業の紹介動画を YouTubeにて配信 

（ウ）協会ホームページによる情報発信 
協会ホームページに特集記事を毎月掲載し、最新の産業情報を

発信する。また、新たにWebサイトバナーの広告掲載を行う。 
（エ）大田区製造業検索ポータル（www.ota-tech.net）の運営 

区内中小企業（製造業が中心）の取引機会拡大のツールとして有
効活用されるよう、登録企業の管理とポータルサイトの運用を行う。 

区内の中小企

業及び勤労者 

１６，９１３ 
(補)１５，０３５ 
(自) １，８７８  
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（オ）大田区優秀技能者表彰 
大田区の製造業を営む中小企業において、優秀な技術を有し、大

田区のものづくりの将来を担う、他の模範となる技能者を「大田の工
匠ＮｅｘｔＧｅｎｅｒａｔｉｏｎ」として表彰する。 

⑤調査・研究 
区内中小企業が事業展開等を検討する上で有用な情報等を収

集・調査し、公開する。 

 (自)   ２００   

計 
２６，１７９ 

（補）２０，７６３ 
（自） ５，４１６ 

 

２ 区内中小企業の経営支援に関する事業                  【定款第４条（２）関係】 

知的財産の活用、ＩＴ化の促進、事業承継等区内中小企業が抱える様々な問題・課題に対して相談業

務や情報提供を行い、幅広く企業経営を支援する。また、起業家の発掘・育成を支援して区内産業の活性

化を図るとともに、各種表彰制度を設けることで企業・製品・技術等の PR の場を提供し、積極的な経営姿

勢やチャレンジ精神を醸成する。                  [事業区分：全細事業とも公益目的事業] 

細事業名及び事業概要 対象等 予算額 (千円) 

①中小企業情報化支援 
ＩＴを活用し、企業競争力や従業員の IT リテラシーを高めようとする

区内中小企業に対して支援事業を実施する。 
（ア）ITセミナー 

区内中小企業が自社のＰＲや営業活動等に効果的な情報発信が
できるよう、ＩＴ導入の啓発セミナーや実践的なセミナーを開催する。 

（イ）ＰｉＯデザイン工房 
区内中小企業が自社や自社製品・サービスを効果的にＰＲできるよ

う、ホームページをはじめとするツールの作成支援を実施する。。 

区内の 

中小企業 

７，１７２ 
（補） ５，３８９ 
（自） １，７８３ 

 

②ビジネスサポートサービス 
 経営改善・マーケティング・新分野開拓・事業承継などに取組む区
内中小企業等に対して、各分野の専門家を派遣し、サポート活動を
行う。さらに、区内中小企業の営業力向上、経営力強化を目的とした
経営塾を開催する。 
また、新分野進出や新規市場開拓に必要な許認可取得を支援す

るため、ＩＳＯ９００１・ＩＳＯ１４００１・ＪＩＳＱ９１００・ＮＡＤＣＡＰ・医療機器
製造販売・プライバシーマーク・エコアクション２１等の取得に要した
経費の一部を助成する。 

区内の 

中小企業 

１４，７０６ 
（補）１３，９０５ 
（自）   ８０１ 

 

③中小企業知的財産戦略支援 
区内中小企業の知的財産を活用した企業活動を支援するため、

特許取得手続きや、知的財産の保護・活用に関する指導・助言など
総合相談を行う。 

区内の 

中小企業 

（補） １，５０７ 
 
 

④繁盛店創出事業 
 商店（個店）に、経営指導や店舗デザインなどの専門家を派遣し
て、IT 化、営業手法、商品構成・展示方法、店舗レイアウトなど総合
的な改善提案を行う。専門家の提案に基づいて店舗の内外装飾、宣
伝広告などを実施する場合は、その費用の一部を助成する。 
また、商業版産業情報誌「あきｎｏｗ」（年２回）を刊行するとともに、

店舗経営者とともに事例研究や体験型講座などを行う「あきない経営
事例研究会」を通じて、地域商業機能の強化を人的な側面からも支
援していく。 
区内商店街から空き店舗情報を募集し、ホームページで空き店舗

情報を提供。開業希望者の入居促進につなげる。 

区内の商店 

（個店） 

（補）１０，５８９ 
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⑤創業者支援事業 
「創業相談窓口の設置」、「ビジネスプランコンテスト」「創業塾」によ

り、新規創業者を発掘・育成し、創業を促す。区内創業者に対しては
「賃貸事業所賃料助成」、「販路拡大支援助成」により、創業期の負
担を軽減し、併せてインキュベーションマネージャーが様々な課題の
解決に向けて助言・指導し、区内への定着と事業の発展を支援す
る。 

区内で創業し

ようとする者 

２０，５３１ 
（補）２０，２８８ 
（自）   ２４３ 

⑥工場表彰制度 
他の模範となる優れた工場を「優工場」に認定し、その中で特に優

秀な工場を表彰することによって、大田区の工業に従事する人のやり
がい、生きがいを引きだすとともに大田区企業の優秀性を内外にアピ
ールし、大田区工業の振興を図る。昨年度、事業創設２０年度を迎え
たことから、人に優しい（働きがいのある労働環境）、まちに優しい（周
辺環境との調和）、経営や技術に優れた工場に加え、本年度は認定
制度を現代に即した内容に見直し実施する。 

区内の工場 ２，９９０ 
（補） ２，８７０ 
（自）   １２０ 

 

⑦商店（飲食店）表彰制度 
大田区内の特色ある優良な飲食店を表彰することにより、店舗の

士気高揚を喚起する。昨年度で表彰事業は終了、本年度は過去５年
間で表彰された全店舗を紹介する総合版ガイドを作成し、区内外にＰ
Ｒする。 

区内の一般飲

食店 

(補) ３，２５６ 
      

計 

６０，７５１ 

（補）５７，８０４ 

（自） ２，９４７  

 

３ 区内中小企業の取引拡大支援に関する事業               【定款第４条（３）関係】 

区内中小企業が、販路拡大や新市場の開拓等の事業展開を推進できるよう、協会独自の展示会をはじ

め、各種の商談会を実施するほか、国内及び海外の展示会への出展を支援することで、中小企業のビジ

ネス拡大と国内外に向けたＰＲを図る。              

   [事業区分：全細事業とも公益目的事業] 

細事業名及び事業概要 対象等 予算額 (千円) 

①受・発注相談 
   中小企業の取引促進を図るため、受注・発注相談に対する技術・
設備に見合った適切な企業の紹介、積極的な発注開拓、受注・発注
企業を一堂に会した商談会を行う。 

（ア）相談業務 
専門相談員による受注・発注のあっせん相談、区内中小企業に対

する巡回訪問を行う。 
（イ）発注開拓 

専門の発注開拓員と担当職員が中堅・大手メーカーの開発部門な
どへの営業訪問を行い発注案件の開拓を行う。 

（ウ）受・発注商談会 
区内外の企業が一堂に会し、受・発注や技術提携等の情報交換

や商談の場を設ける。（年２回） 
（エ）おおた研究・開発フェア 

区内中小企業が、全国の大学及び区内外の研究開発型企業との
産学・産産連携により取引拡大を目指す展示会。（年１回） 

（オ）農業機械技術研究会 
   区内中小企業が農業分野への理解を深め、農業の生産性向上に
寄与する技術支援や新製品開発などの新分野進出につながる勉強
会を開催する。 

（カ）フード展示商談会 
区内飲食料品製造業者に対し食料品分野の商談会を開催し、大

手取引先との取引機会の提供を図る。（年１回） 

区内外の 

中小企業 

 

 

３６，３１１ 
（補）３２，４９７ 
（自） ３，８１４  
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②海外取引相談（グローカルネットワーク支援） 
 区内中小企業にとって情報収集や状況判断が難しい海外ビジネス
の課題に対して、協会の専門職員及びＪＥＴＲＯ等の外部専門機関を
活用しながら、情報提供や助言を行う相談事業を実施する。 
また、アジア市場における取引拡大につながる各種事業を実施す

るとともに、欧州諸国との連携も推進して研究開発に関連するモノづ
くりの課題を区内中小企業の技術力や工業集積を活用して解決する
グローバルなネットワークの構築を図る。 
相談窓口：毎日 

（ア)海外取引相談 
協会窓口における貿易実務、国際ビジネス等の相談業務をはじ

め、中国・ＡＳＥＡＮ及び欧州諸国等の現地において政府機関及び
企業に対する調査、区内中小企業の営業活動等の支援を実施す
る。 

区内の 

中小企業 

１６，２７２ 
（補）１６，１７２ 
（自）   １００ 

 
 

（イ）海外取引セミナー 
国別産業状況、国際政治経済の事情、貿易実務等、区内中小企

業の海外展開に役立つ情報を提供するセミナーを開催する。 

（ウ）外国語文書翻訳 
      区内中小企業が海外取引に使用する企業カタログ、マニュアル、

契約書等の書類の翻訳を支援する。 

（エ）中国市場開拓 

産業連携を推進する上海市、常州市及び台湾等とのネットワーク
を活用して、展示会や商談会等のイベントの開催や、個別発注案件
を開拓することにより市場調査や取引拡大の支援に取組む。 

（オ） タイ及びＡＳＥＡＮ市場開拓 
オオタ・テクノ・パーク（ＯＴＰ）をタイ及びＡＳＥＡＮの大田区の産業

拠点として活用し、「OＴＡブランド」のＰＲ及び取引拡大を支援する。 
（カ）新興産業国の調査  

   ベトナム・インドネシアにおける生産拠点の立地及びミャンマー等
の市場動向の調査を行う。 

（キ）スイス及び EU諸国との連携構築 
スイス・ヴォー州、ドイツ・NRW州およびフランスの政府機関や現地

企業と具体的にビジネス連携を構築できるような体制を作り、区内企
業に対して欧州における産業イノベーションに関連する新たなビジネ
スチャンスを提供する。 

（ク）海外関連企業名簿の活用 
海外展開を希望する大田区企業の英語版名簿を活用し、商談会

等の場で「OTAブランド」の PR及び取引拡大に活用する 

  

③大田区加工技術展示商談会 
   区内中小企業のうち機械加工を専門とする企業の技術力を、全国
の中堅・大手企業にＰＲし具体的な契約成立を図るための展示商談
会を開催する。（年１回） 

区内の 

中小企業 

 

１１，５０２ 
（補） ９，８８２ 
（自） １，６２０ 

 

④国内見本市への出展支援 
   区内中小企業が開発・生産した優秀な製品や技術のＰＲと取引拡
大を目的として、全国的な展示会に出展するための支援を行う。 

（ア）MEDTEC Japan ２０１５ 
    会場：東京ビッグサイト  規模：６小間  開催時期：４月 
（イ）人とくるまのテクノロジー展 
    会場：パシフィコ横浜   規模：４小間  開催時期：５月 
（ウ）試作市場 ２０１５ 
    会場：ＰⅰＯ         規模：６小間  開催時期：５月 
（エ）北洋銀行ものづくりテクノフェア  

規模： ９小間 開催時期：７月 
（オ）自由選択制展示会      規模： ６小間 ２展示会 適時 
 

区内の 

中小企業 

（前年度の新製

品・新技術コン

クール受賞企

業含む） 

 

２５，５５４ 
（補）１５，３７７ 
（自）１０，１７7 
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⑤海外見本市への出展支援  
大田区の優れた工業製品と技術を国際的にアピールするとともに

国際的な市場開拓を目的として、大田区企業の海外見本市への共
同出展を支援する。 

（ア）ＡＳＥＡＮ展開 
    MTAベトナム２０１５ 
     場所：ホーチミン            規模： ２社 ７月 

タイメタレックス２０１５ 
     場所：バンコク             規模： ３社 １１月 
（イ）中国展開 
   ・ＦＢＣ上海２０１５ものづくり商談会 
     場所：上海               規模： ５社  ９月 
（ウ）欧州展開 
   ・ドイツ COMPAMED２０１５ 
     場所：デュッセルドルフ       規模： ３社  １１月 

区内の 

中小企業 

１８，００８ 
（補）１４，１４７ 
（自） ３，８６１ 

 
 

⑥自主企画展示会（産業フェア） 
（ア）おおた商い・観光展 
   大田区の観光の魅力と区内商店の魅力を PR し、店舗の認知度の
向上を図る。                       開催時期：１０月 

（イ)おおた工業フェア 
   受託加工中心の中小製造業が技術開発型企業に転換した企業な
どが出展し、広く大田ブランドをアピールする。   開催時期：２月 

区内外の企業

及び一般区民 

３０，８１８ 
（補）２４，３０１ 
（自） ６，５１７ 

 

 １３８，４６５ 

（補）１１２，３７６  

（自） ２６，０８９  

 

４ 区内中小企業の人材の育成・確保の支援に関する事業      【定款第４条（４）関係】  

区内中小企業の持続した発展の鍵となる、次世代を担う後継者や若手人材の育成・確保を求人サイトの

運営や各種人材イベントの開催を通じて幅広く促進する。     

 [事業区分：全細事業とも公益目的事業] 

細事業名及び事業概要 対象等 予算額 (千円) 

①求人企業ガイド 

インターネット上に、区内中小企業の求人情報と企業ＰＲを行う場

を提供し、登録掲載企業の求人活動を支援する。 

（ア）求人情報サイト「おしごとナビ大田区」の管理運営 

（イ）企業取材と地域情報の配信（月１回程度） 

（ウ）民間広告媒体を活用したＰＲ（年４回程度） 

（エ）大学等と連携した面接会の実施（年１回） 

区内の企業、 

関東圏の大学・

短大・専門学

校・城南地域の

高校及び 

一般の求職者 

３，９５１ 

（補） １，９０２ 

（自） ２，０４９ 

 

  

②中小企業次世代ものづくり人材の育成事業 

区内中小企業の中核となる人材の育成及び子どもたちのモノづく

りへの関心をためるための教育事業を実施する。 

（ア）都立産業技術高等専門学校との連携 

   都立産業技術高等専門学校の教授陣と施設を活用して区内中小

企業の人材育成を行う。学校施設を使った講座の他に、講師を企業

に派遣する出張型の出前講座を実施する。 

（イ）おおた少年少女発明クラブの運営 

小中学生を対象としたモノづくり教室の開催・運営を助成する。 

区内中小企業

の従業員、 

 

 

 

 

 

小学４～６年生 

 

３，４８４ 

(補) ３，１３４ 

（自）   ３５０ 
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③若者と中小企業とのマッチング事業 

区内中小企業の持続した発展のため、次世代を担う後継者・若手

人材の確保を促進していく。 

・ヤングジョブクリエイションの実施（年１回） 

区内の中小企

業及び一般求

職者・職業訓

練校生を中心

とした若者 

４，８４１ 

（補） ４，４０９ 

(自)   ４３２ 

④内職あっせん・相談事業 

区内の内職希望者及び内職委託者を対象として、内職のあっせ

ん・相談を行うとともに、内職者の工賃・安全衛生等の労働条件の向

上に役立てる 

（ア）あっせん相談 

    窓口（週５回）、他にハローワーク窓口等への出張相談（年９回）

（イ）求人開拓  企業訪問（月６回） 

（ウ）普及啓発用印刷物の作成  求人募集パンフレット 

区内の中小企

業及び区民一

般 

区内の中小企

業及び区民一

般 

(補) ５，８５６ 

計 

１８，１３２ 

(補)１５，３０１ 

(自) ２，８３１  

 

５ 区内中小企業の技術開発支援に関する事業                   【定款第４条（５）関係】 

変動する経営環境に区内中小企業が対応できるよう、経営基盤の強化、技術の高度化、開発力の向上

を図る。大学等の研究機関や民間企業・各種団体・国や他自治体等と連携して、技術・情報の交流を推進

するとともに、製品や技術の PR、販路拡大のための展示会等を実施する。また、コーディネーターによりマ

ッチングの実施や新製品・新技術の事業化を支援していく。 

 [事業区分：公益目的事業、一部収益事業] 

細事業名及び事業概要 対象等 予算額 (千円) 

① 新製品・新技術開発支援事業 

区内中小企業に、新製品・新技術開発支援事業補助金を交付す

ることにより、区内中小企業の技術力、製品開発力の向上を図り、付

加価値を生み出すものづくり産業の活性化に寄与する。 

また、区内中小企業が開発した新製品・新技術について、募集・

審査を行い優秀なものを表彰する。受賞製品等について販路拡大

等支援を行う。 

区内の 

中小企業 

９４，８７２ 

（補） ９４，８６６ 

（自）     ６ 

 

②研究開発マッチング事業 

研究開発型の区内中小企業向けに、大学や公共研究機関、民

間企業の開発部門などとのマッチングの場を設け、装置開発、試作

品開発など新市場開拓や新分野への進出を促進する。併せて研究

機関との関係を構築する中で、技術力の向上を図る。 

（ア） 区内の研究開発型企業に関する情報の発信 

企業ガイドブック発行、ＷＥＢサイト運営及び展示会への出展。 

（イ）大手企業との技術マッチング会    

   区内中小企業と大手企業とのマッチング会の実施 （年４回） 

（ウ）セミナーの開催                       

   研究開発をテーマとしたセミナーの開催 

区内の 

中小企業 
１３，４７７ 

（補）１０，８８３ 

（自） ２，５９４ 

 

③新事業連携チャレンジ助成 

区内中小企業が新事業にチャレンジするために、企業連携体を

構築し、実現可能性の検証や試作品開発のための研究開発を助成

する。 

区内の 

中小企業 

 

４，０４５ 

(補) ４，０００ 

(自)    ４５ 
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④産学公連携推進事業 

区内中小企業が産学連携を活用し、新製品開発や技術課題を

解決するための支援を行う。 

（ア）情報発信 メルマガ発行・ホームページ産学連携サイトの運営 

（イ）産学公交流相談 

（ウ）セミナーの開催 

新エネルギー、航空機系新素材加工、基盤技術などテーマ別新分

野セミナーの開催 

（エ）コーディネーターによるマッチング、新技術新製品の事業化伴走支 

援 

区内の中小企

業と大学等研

究機関及び公

的機関 

 

７，５９９ 

 (補) ７，４７１ 

(自)   １２８ 

  

  

⑤医工連携支援事業 

大田区医工連携支援センターを拠点として、区内中小企業の医療機

器分野進出のため、企業と大学・病院等と連携して新製品開発支援を

行う。併せて展示会に参加や医療系製造販売企業との連携等、販路確

保を図る。 

区内の中小企

業と医療機関、

大学等研究機

関 

１３，９８９ 

 (補)１３，２０９ 

(自) ７８０ 

  

⑥産学連携研究開発支援事業                [収益事業] 

産学連携研究開発支援施設の管理運営を行い、区内中小企業

の研究開発を推進するための支援事業を実施する。 

区内の中小企

業と大学等研

究機関及び公

的機関 

（自）１，９２２ 

計 

１３５，９０４ 

(補)１３０，４２９   

(自) ５，４７５  

 

６ 中小企業勤労者に対する勤労者福祉事業                【定款第４条（６）関係】 

   区内中小企業の事業主や勤労者が、健康を維持し余暇を有意義に活用する等の福利厚生の充実を図

り労働意欲を高めることができるよう、勤労者共済制度を核にした各種福利厚生事業を行う。 

                                       [事業区分：全細事業ともその他事業] 

 細事業名及び事業概要 対象等 予算額 (千円) 

①運営費 

（ア）勤労者共済事業の周知 

勤労者共済事業全般を紹介するパンフレット類の・配信 

会報誌の発行・チケット類の郵送など 

（イ）会費管理と事業参加・給付状況把握及び加入促進 

会員の事業利用状況の把握・給付申請の通知 

加入促進は会員募集パンフレット類の配布やテクノプラザ・各団

体会報誌への掲載、促進員及び職員の訪問勧奨による加入促進

を図る。 

区内の中小企

業事業主と勤

労者・共済会員 

 

共済会員・未加

入の区内の中

小企業事業主

及び勤労者 

８，６９７ 

(補) ２，７７４ 

(自) ５，９２３ 

 

②福利厚生事業 

（ア）健康の維持増進に関する事業 

・ミニドック・人間ドック、インフルエンザ予防接種の受診補助：随時 

・公衆浴場、スポーツセンター・区営プールの利用補助：随時 

（イ）レクリエーション事業 

バスツアーの利用あっ旋・補助 

（ウ）宿泊施設の利用 

指定宿泊施設の利用・宿泊旅行の補助：随時 

（エ）契約施設等の利用 

・レジャー施設の利用・補助：随時 

・区内指定店､デパートの割引あっ旋：随時 

 

共済会員 

 

 

（自）３９，６２８  
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（オ）各種チケットの割引あっせん 

映画・スポーツ観戦・観劇・コンサート類チケット、プリペイドカー

ド、食事券等の割引あっせん：随時 

③給付事業 

（ア）共済会員に対しての「祝金」「見舞金」「弔慰金」の給付 

  ・祝  金 ― 結婚・銀婚・金婚祝、成人、出生等   

  ・見舞金 ― 入院、障害、住宅火災等    

  ・弔慰金 ― 会員・家族死亡等                

（イ）継続会員記念品 （５年継続、１０年毎継続）の贈呈 

共済会員 (自)１３，４６９ 

計 

６１，７９４ 

(補) ２，７７４ 

(自)５９，０２０ 
 

 

７ 上記事業に関連を有する範囲において区、都、国又はその他の機関等から受託

する事業                                             【定款第４条（７）関係】 

   協会の各事業の実施拠点として大田区産業プラザ及び各産業支援施設を、大田区から指定管理者とし

て管理代行する。また、当該管理代行業務に関連し利用者サービスの付加や大田区産業プラザの貸し館

部分以外の管理運営を合わせて行う。 

                              [事業区分：公益目的事業、収益事業及びその他事業] 

細事業名及び事業概要 対象等 予算額 (千円) 

①産業プラザ展示ホール等の管理  

[公益目的事業及びその他事業] 

   大田区産業プラザの貸し館部分の管理代行を地方自治法に定

める利用料金制度に基づき実施することで、産業プラザの集客力を

高め、より広い人の交流や情報の交換を進める。  

   ※利用者の使用目的により公益目的事業とその他事業に区分。 

区内外の企業

及び一般区民 

（利） ２３４，２６３  

③ ②創業支援施設等の管理運営             [公益目的事業] 

指定管理者として、産業支援施設（創業支援施設、産学連携施

設、新産業創造支援施設）の管理運営代行及び施設使用企業の

経営・研究開発を支援する。 

創業しようとす

る者及び区内

の中小企業等 

（委）  ２８，１７５ 

③施設貸与に伴う付加サービス               [収益事業] 

大田区産業プラザ等の管理代行業務の実施に際し、区条例等

に定めのないサービスを付加することで施設の利用者の利便向上

と利用促進を図る。 

区内外の企業

及び一般区民 

（自）   ３，４１４ 

④産業プラザ施設維持の管理運営            [その他事業] 

大田区産業プラザ等の施設維持管理業務を協会が受託すること

で、貸館部分の管理代行と合わせてより効率な業務運営を行う。 

区内外の企業

及び一般区民 

（委） ２３７，１０１ 

計 

    ５０２，９５３ 

（利） ２３４，２６３ 

（自）   ３，４１４ 

（委） ２６５，２７６ 

 


