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＜募集・公募情報＞
********************************************
［１］
「第５回横浜ベンチャーピッチ」開催！登壇企業を募集します！【～9/11】
********************************************
横浜市では、ベンチャー企業が、ベンチャーキャピタル等の金融機関や関連する企業に対
して自社の事業計画やビジネスモデルをプレゼンテーションする場として、
「横浜ベンチャ
ーピッチ」を開催し、資金調達先や連携する企業など新たなビジネスパートナーの発掘を支
援しています。
今回、第５回目となる「横浜ベンチャーピッチ」の登壇企業を募集します。是非御応募くだ
さい。
◆募集期間：平成 29 年９月 11 日（月）17 時まで
◆プレゼンテーション日時・会場
日時：平成 29 年 11 月８日（水） 14:00 ～ 17:00
会場：パシフィコ横浜 会議センター

◆登壇費用：無料（交通費等は実費）
◆応募方法：下記ＨＰからお申し込みください。確認後、募集要項と正式な申込書を送付し
ます。
HP：http://yokohama-v-pitch2017.strikingly.com/
※本事業は横浜市がトーマツベンチャーサポート株式会社に委託して実施します。
◆応募要件：
○ 事業をさらに成長・発展させていこうとする意欲があり、優れたビジネスモデルや独自
の技術を有する企業（※）
※起業して概ね 10 年以内の市内中小企業（個人事業者、NPO 法人は対象となりません）
起業後 10 年を超えていても、新たな事業分野に転換して概ね 10 年以内の場合も対象とし
ます。また、9 月末までに横浜市内へ事業所を移転予定の企業も対象とします。
○ 業種は不問（公序良俗等の観点から適当でないと認められる業種は対象となりません）
◆登壇メリット：
登壇が決定した企業はトーマツベンチャーサポート株式会社からプレンゼンテーション
スキルや資料作成についてサポートを受けることができます。また、当日、全社発表後には、
資金調達先や連携する企業など新たなビジネスパートナーの発掘に向けたオーディエンス
との名刺交換会を実施します。
◎お問合せ先
・横浜市ベンチャー企業ビジネスパートナー発掘支援事業事務局
（トーマツベンチャーサポート株式会社）
担当：村田、青木 TEL：045-450-6901 FAX：045-450-6902
HP：http://yokohama-v-pitch2017.strikingly.com/
※本事業は横浜市がトーマツベンチャーサポート株式会社に委託して実施します。
・事業に関するお問合せは、以下にお願いします。
横浜市経済局経営・創業支援課
TEL：045-671-2748 E-mail：ke-keiei@city.yokohama.jp
********************************************
［２］女性活躍推進専門家派遣募集について【～10/31】
********************************************
～女性活躍推進は経営戦略！～
横浜市では、市内中小企業の皆様が抱える課題の解決を図るため、女性活躍推進の視点に

立った
課題の整理、解決に向けた提案やアドバイス、取り組みの計画策定支援等を行います。
「人手不足で困っている」
「女性の活躍といってもイメージが湧かない」、何から手をつけ
たらいいか分からない」
・・・そんなお悩みに、課題解決のプロフェッショナルが親身にア
ドバイスいたします。女性の活躍を通じてさらなる企業の成長のために、ぜひご活用くださ
い。
【募集概要】
◆募集締切：平成 29 年 10 月 31 日（火）※期限を延長しました！
◆派遣事業枠：10 社 ※応募多数の場合は審査により決定いたします。
◆派遣実施期間：平成 28 年９月～平成 29 年２月
◆派遣回数：１社あたり３回（１回２時間程度）
◆対象：女性活躍推進に具体的に取組もうとする横浜市内の中小企業
◆派遣費用：無料
◎詳細・お申込みはこちら
専用ポータルサイト「ウーマンポート横浜」
http://www.city.yokohama.lg.jp/keizai/shien/womanport/h29womanport/29senmonk
ahaken.html
◎お問合せ先
横浜市経済局経営・創業支援課 Tel 045-671-3492
電子メール： ke-keiei@city.yokohama.jp
＜セミナー・イベント情報＞
********************************************
［１］第 22 回 Ｙ－ＰＯＲＴワークショップ開催！【９/11】
インドにおける JICA の役割と機能 －ビジネスリスク低減への示唆－
********************************************
今回は、インドにおけるＪＩＣＡ（国際協力機構）業務の概観、ビジネス環境改善に向け
た取組、協力の事例等について、ＪＩＣＡインド事務所長からご紹介いただきます。
また、横浜市では、市内企業のビジネス展開支援、インド企業の横浜誘致等を目的として、
平成 27 年 11 月に「横浜市ムンバイ事務所」を開所しており、前ムンバイ事務所長（本年
３月まで）から同事務所の概要についてご紹介いたします。
皆様の御参加を心よりお待ちしております。

◆ 名称「第 22 回 Ｙ－ＰＯＲＴワークショップ」
・インドにおけるＪＩＣＡの役割と機能 －ビジネスリスク低減への示唆－
◆ 日時 平成 29 年９月 11 日(月) 14:00～16:15（13:45 開場）
◆ 会場 ＪＩＣＡ横浜 会議室１
（横浜市中区新港２－３－１ ＪＩＣＡ横浜１階）
（みなとみらい線馬車道駅徒歩８分程度、桜木町駅（JR、市営地下鉄ブルーライン）徒歩
15 分程度）
、関内駅（JR、市営地下鉄ブルーライン）徒歩 15 分程度）
◆ 主催 横浜市国際局、共催 ＪＩＣＡ横浜
◆ 費用 無料（定員 50 名程度、お早めにお申込下さい。
）
◆ 内容（予定）
１

「インドにおけるＪＩＣＡの役割と機能 －ビジネスリスク低減への示唆－（仮）」
・ＪＩＣＡインド事務所長 坂本威午氏

２ 「横浜市ムンバイ事務所の紹介（仮）」
・横浜市国際局国際連携課アジア大洋州担当課長 山本忍
◎詳細・お申込みはこちら（または、「Y-PORT」で検索）
→ www.city.yokohama.lg.jp/kokusai/yport/yportworkshop.html
◎お問合せ
横浜市国際局国際協力課
担当：菱沼・佐々井
TEL: 045-671-4712
E-mail: ki-yport@city.yokohama.jp
********************************************
［２］知ってる企業は実践している！課題解決の第一歩！
横浜 クラウドソーシング活用セミナー 10/5 開催！
～具体的な事例紹介からワークまで。すぐに実践できるヒントが満載！～
********************************************
インターネット上で企業から多様なスキルを持った人材に仕事を依頼し、仕事を請け負
ってもらう『クラウドソーシング』
。人材不足の解消、コスト削減、競争力強化、業務効率
化など様々な課題解決へ向けた新たな人材活用手法の一つとして、今注目されています。
本セミナーでは、クラウドソーシングの普及啓発に向けて、「活用企業の事例から基礎を
学ぶ入門編」と「ワークを通して使いこなすポイントを学ぶ実践編」を実施いたします。

◆日時：平成 29 年 10 月 5 日（木）13：00～16：00（開場 12：30）
◆会場：TKP ガーデンシティ横浜 2 階 ホール A
神奈川県横浜市神奈川区金港町 3－1 コンカード横浜 2 階
◆内容：・セッション１【入門編】 13：00～14：30
「事例を通してイチから学ぶ！『クラウドソーシング』活用手法」
・セッション２【実践編】 14：45～16：00
「ワークで実感！『クラウドソーシング』を華麗に使いこなすためのポイント」
・個別相談会 16：00～16：45 予定
発注する業務の選定方法など、
『クラウドソーシング』に関する個別の相談会を実施いたし
ます。
※個別相談会はセミナー終了後に開催します。※事前申込制 1 社 15 分間
◆対象：横浜市内中小企業、横浜市内に事業所のある企業等
◆費用：無料
◆定員：50 社（事前予約制、定員になり次第締切）
◎詳細・お申込みはこちら
https://sp.pasonatech.co.jp/ytele/
◎お問合せ先
ワークスタイルプロモーション事業事務局（株式会社パソナテック横浜支店内）
電話：0120－847195 E-mail：yokohama@pasonatech.co.jp
********************************************
［３］管理職向け働き方改革セミナー無料開催！ 参加者募集中【10/25】
「17 時からの自分のために、17 時までの会社のために」
********************************************
働き方改革の推進には、トップによるコミットメントだけでなく、現場の責任者が意義を
よく認識し、具体的な見直し方法を実践することが重要です。
そこで企業の経営者、管理職、人事担当を主な対象に、具体的に働き方改革を実践するた
めのセミナーを実施します。
ぜひ、この機会にご参加ください！
◆日 時 平成 29 年 10 月 25 日（水） 14:00 ～ 17:00
◆会 場 横浜ランドマークタワー25F TKP 会議室

◆主 催 横浜市
協 力 川崎市・地域ダイバーシティ in 横浜
◆参加費 無料
◆対 象 経営者・管理職・人事担当者等
◆定 員 200 名（先着順）
◆内 容
第１部 パネルディスカッション
「働き方改革を進めるための現場のマネジメント！」
管理職と若手社員が、
「なぜ職場で働き方改革が進まないのか」について、出席者 200 名
の事前アンケート結果をもとに率直な意見交換を行い、解決の糸口を探ります。
モデレーター：川島高之氏 NPO 法人コヂカラ・ニッポン 代表
NPO 法人ファザーリング・ジャパン 理事
パネリスト：横浜市・川崎市内企業の現場責任職４名、若手社員４名 計８名
（株式会社シーボン / タカナシ乳業株式会社 / 株式会社ダッドウェイ /株式会社日本政策
金融公庫 / 日立 INS ソフトウェア株式会社 / 三田調温工業株式会社 / 三菱重工環境・化
学エンジニアリング株式会社 / 株式会社横浜銀行）五十音順
第２部 講演
「テクノロジーを活用して社員一人ひとりの自律的な働き方を実現するためのヒント」
Google が進めている、テクノロジーを活用した働き方の事例をご紹介します。
講師：山本裕介氏 Google 合同会社 ブランドマーケティングマネージャー Women will
プロジェクトリード
■お申込み・詳細はこちら
http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/danjo/toppage/20170801114311.html
■お問合せ先
横浜市政策局男女共同参画推進課
担当：西村・江森
ＴＥＬ：045-671-4479

ＭＡＩＬ：ss-danjo@city.yokohama.jp
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