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板橋・北 産業情報ネットマガジン
「いた×きた 産活ジャーナル」
第41号
発行：板橋・北企業活性化支援ネットワーク 発信：公益財団法人板
橋区産業振興公社
▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△▲△
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第41号です。
毎月、現場で役立つ情報をお届けします。公的機関の中小企業支援、
経営情報、セミナー開催情報など、耳よりな情報満載です。
なお、配信専用のアドレスのため、返信はできませんのでご了承ください。

■ＩＮＤＥＸ■
【1】平成27年度補正「ものづくり・商業･サービス新展開支援補助金」のサポート窓口を
開設中です！(2/26(金)～5/13(金))＜板橋区＞
◇4月8日まで公社は、補助金への申請のサポートを行っています！

【2】
“小規模補助金”公募開始です！(2/26(金)～5/13(金))
◇こちらの補助金も公社の申請サポート窓口の対象となります！

【3】平成27年度補正「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」の1次公
募要領が発表になりました。(3/22(火)～4/22(金))
◇こちらの補助金も公社の申請サポート窓口の対象となります！

【4】平成28年度受注型中小企業競争力強化支援事業助成金第1回募集のご案内
◇3月9日（水）から事業説明会が開催されます！

【5】パブリックコメントの募集＝板橋区産業振興構想2025・板橋区産業振興事業計画2018
（素案）(2/27(土)～3/11(金))＜板橋区＞
◇皆様のご意見をお聞かせください！

【6】
「第9回としまものづくりメッセ」開催のご案内(3/3(木)～5(土))
◇板橋区ブースを構え、平成27年度板橋製品技術大賞受賞企業4社の製品を紹介します！

【7】板橋区公式ホームページにおけるバナー広告のご案内＜板橋区＞(3/4金(締切))
◇あなたの会社や店舗のバナー広告を板橋区ホームページに掲載しませんか！

【8】平成 28 年度知的財産関連助成事業説明会開催のご案内(3/15(火)～)
◇外国へ出願する際の手続きについてのセミナーも同時開催します！

【9】TOKYO起業塾「オープンセミナー（第3回）
「ゼロから始めるクラウドファンディン
グ ～知って、学んで、体感しよう！～」開催のご案内(3/16(水))
◇クラウドファンディングに興味のある方、ご参加ください！

【10】＜予告＞平成28年度 開発チャレンジ補助金事業 申請受付のご案内＜板橋区＞
◇対象経費の2/3、最大300万円の補助金事業は、4月1日申請受付開始です！

【11】平成 28 年度「宅地建物取引士講座」開催のご案内(4/20(水)～)＜板橋区＞
◇人気講座の来年度の募集を開始いたします！
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【1】平成27年度補正「ものづくり・商業･サービス新展開支援補助金」のサポート窓口を
開設中です！＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
ものづくり補助金の公募が始まりました。申請期限は4月13日（水）（消印有効）です。
板橋区産業振興公社では、今回の公募に合わせ、板橋区・北区内の事業者様を対象に無料の
特別相談窓口を設置いたします。
ものづくり補助金の申請に精通したアドバイザーが個別面
談方式でご要望をお聞きして、
戦略的な計画づくりから申請書の完成までを一貫してフルサ
ポートします。期間後半になりますと混雑することが予想されます。お早目の準備をお奨め
します。
■期 間：平成28年2月22日（月）～4月8日（金）までの期間で＜毎週月・水・金のみ＞
9時～17時
※相談窓口は、事前予約制です。必ず事前に下記までご連絡いただき、日時の予約をしてく
ださい。
■会 場：
（公財）板橋区産業振興公社窓口（板橋区板橋2-65-6 板橋区情報処理センター5
階）
■費 用：無料
■「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募説明会、要領については、東京
都中小企業団体中央会のHPをご覧ください。
URL
：
https://www.tokyochuokai.or.jp/index.php/component/content/article/4-topics/1266-27.ht
ml

■お問い合わせ・ご予約
（公財）板橋区産業振興公社 経営支援グループ
電話：03-3579-2175
Eメール：ispc@itabashi.or.jp
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【2】
“小規模補助金”公募開始です！
────────────────────────────────────────
平成 27 年度補正予算小規模事業者支援パッケージ事業小規模事業者持続化補助金の公募が
始まりました。
小規模事業者が、商工会議所などと一体となって、販路開拓に取り組む費用（チラシ作成費
用や商談会参加のための運賃など）を支援します。
複数の事業者が連携した共同事業、海外展開や雇用対策に取り組む事業、移動販売などによ
る買い物弱者対策に取り組む事業については、補助上限額を引き上げ、より重点的に支援し
ます。また、業務効率化・生産性向上に向けた取り組みについても支援の対象とします。
■補助率：補助対象経費の 3 分の 2 以内
■補助上限額：
・50 万円
・100 万円（雇用増加、海外展開、買い物弱者対策）
・500 万円（連携する小規模事業者数による）
■補助対象者：
製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む会社及び個人事業主であり、常時
使用する従業員の数が 20 人以下（卸売業、小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）
に属する事業を主たる事業として営む者については 5 人以下）の事業者。
■公募期間
平成 28 年 2 月 26 日(金)～平成 28 年 5 月 13 日(金)
公募要領など詳細は、日本商工会議所の特設ページをご覧ください。
http://h27.jizokukahojokin.info/
ご相談は板橋区産業振興公社の補助金相談窓口をご利用ください。
http://itabashi-kohsha.com/archives/1853
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【3】平成 27 年度補正「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」の 1 次
公募要領が発表になりました。
────────────────────────────────────────
高効率空調、産業ヒートポンプ、低炭素工業炉、高性能ボイラ、高効率照明、業務用給湯
器などの設備更新経費の 3 分の 1 が対象になります。
1 次公募期間は、3 月 22 日から 4 月 22 日。
補助金限度額は、上限 1 億円、下限は中小企業・個人事業主は 30 万円となっています。
詳細は公募事務局（一般社団法人環境共創イニシアチブ）ホームページをご覧ください。
URL：https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html
ご相談は板橋区産業振興公社の補助金相談窓口をご利用ください。
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/1853
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【4】平成28年度受注型中小企業競争力強化支援事業助成金第1回募集のご案内
────────────────────────────────────────
東京都と東京都中小企業団体中央会では、
都内産業の活性化や都内中小企業の競争力強化
を図るため、中小企業者等が自社の技術・サービスの高度化・高付加価値化のために行う技
術開発の取組を支援しています。
■対象者：東京都内に主たる事務所又は開発実施場所を持ち、平成28年4月1日現在で引き
続き2年以上事業を営んでいる中小企業者等（会社・個人事業者・組合等）又はその中小企
業者等を代表企業（申請者）とする中小企業グループ
■対象事業：自社の技術やサービスの高度化・高付加価値化に向けた技術開発で「ものづく
り基盤技術」の活用、又は「受託サービス類型」に該当するもの。
■助成対象期間：平成28年7月1日（金）～平成29年9月30日（土）（1年3ヶ月以内）
■助成金額：1,500万円以内、助成対象経費の3分の2以内
■助成対象経費：原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注加工費、産業財産
権出願・導入費等
■事業説明会の日程・会場
【第1回】平成28年3月9日（水）14;00～16:00
城南地域中小企業振興センター（大田区産業プラザPio）2階
田1-20-20）
【第2回】平成28年3月15日（火）14:00～16:00
東京都中小企業会館 9階講堂（中央区銀座2-10-18）

東京都研修室（大田区南蒲

【第3回】平成28年3月24日（木）14:00～16:00
東京都立城東職業能力開発センター 2階教室（足立区綾瀬5-6-1）
【第4回】平成28年3月28日（月）14:00～16:00
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社 2階大会議室（昭島市東町3-6-1
トスクエア・TAMA）

産業サポー

■説明会参加・お問い合わせ
東京都中小企業団体中央会 支援事務局
電話：03-6278-7936 FAX：03-6278-7545
URL：http://www.tokyochuoukai.or.jp/
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【5】
パブリックコメントの募集＝板橋区産業振興構想 2025・板橋区産業振興事業計画 2018
（素案）＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
板橋区産業振興構想 2025・板橋区産業振興事業計画 2018（素案）に関する皆様のご意見
をお寄せください。
前板橋区産業振興構想の策定から 10 年が経過し、世界同時不況や東日本大震災等日本経

済を大きく揺さぶる事象が発生し、区産業を取り巻く状況に大きな影響を与えています。こ
のような大きな変化に対応し、
これからの 10 年に向けた新たな方向性や取り組みを示す「板
橋区産業振興構想 2025」を策定します。また、区の産業振興施策を柔軟に展開できるよう、
「板橋区産業振興構想 2025」に基づく施策の具体的な事業内容を示した「板橋区産業振興
事業計画 2018」を策定します。
■募集期間：平成 28 年 2 月 27 日（土）～3 月 11 日（金）
■閲覧場所：産業振興課（情報処理センター5 階）
、区政資料室（区役所 1 階 7 番窓口）
、区
立各図書館、区ホームページでご覧になれます。
■意見募集の対象：区内在住・在勤・在学の方、区内事業者、区内で活動する個人・法人・
各種団体
■意見の提出方法及び詳しくは、区ホームページよりご確認ください。
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/075/075078.html
■意見の提出先・お問い合わせ
板橋区 産業経済部 産業振興課 活性化戦略グループ
〒173-0004 板橋区板橋 2-65-6 情報処理センター5 階
電話：03-3579-2193 FAX：03-3579-9756
E メール：sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
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【6】
「第9回としまものづくりメッセ」開催のご案内
────────────────────────────────────────
としまものづくりメッセは、区内の基幹産業である印刷業をはじめ、精密機器、金属製品等
の製造業や独自の技術を持った区内企業などがそれぞれ優れた製品や高い技術を一堂に展
示する見本市です。
販路拡大や企業間交流を通じて区内企業のさらなる発展を支援し、
地域経済の活性化を図
ることを目的としています。また、ものづくりに触れる多彩な企画を通じて、一般の皆様に
地域産業に対する理解を深めてもらいます。
■日 時：平成 28 年 3 月 3 日（木）～5 日（土）10:00～17:00（最終日は 16:00 まで）
■会 場：サンシャインシティ展示ホール B（文化会館 4F）
（豊島区東池袋 3-1-4）
■出展規模：100 社・団体/110 小間（見込み）
■費 用：無料
■概要等詳しくは
URL：http://www.toshima-messe.jp/index.html
■お問い合わせ
としまものづくりメッセ実行委員会事務局（豊島区文化商工部生活産業課商工係内）
電話：03-4566-2742 FAX：03-5992-7088
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【7】板橋区公式ホームページにおけるバナー広告のご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
あなたの会社や店舗のバナー広告を板橋区公式ホームページに掲載しませんか。トップペ
ージへのアクセスは月に約12万件あります。金額は1ケ月2万円で、1ケ月から申し込めます。
■募集枠数：平成28年4月から24枠
■締 切：平成28年3月4日（金）まで（消印有効）
■申込方法及び詳しくは
URL: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/000/000994.html
■お問い合わせ
板橋区 政策経営部 広聴広報課 広聴グループ
電話：03-3579-2024 FAX：03-3579-2028
Eメール：sk-kocho@city.itabashi.tokyo.jp
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【8】平成28年度知的財産関連助成事業説明会開催のご案内
────────────────────────────────────────
東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社では、中小企業の海外展開進出支援の一
環として、外国への特許・実用新案・意匠・商標の出願等に要する費用等に係る経費の一部
を助成しています。このたび、平成28年度外国特許出願費用助成事業を含む下記助成事業
の説明会を開催いたします。また、説明会に先立ち、企業の知財部門で長年の実務経験を積
んだ専門家が、外国へ出願する際の手続きについて解説するセミナーを開催します。申請を
ご検討中の方は、ぜひご参加ください。
■日 時：
【第1部】外国出願戦略セミナー 13:00～15:00
【第2部】助成金説明会・質疑応答 15:10～17:00
第1回：平成28年3月15日（火）
第2回：平成28年4月7日（木）
第3回：平成28年4月8日（金）
■会 場：
第1回：秋葉原会場（東京都秋葉原庁舎3階 第1会議室）
（千代田区神田佐久間町1-9）
第2回：秋葉原会場（東京都秋葉原庁舎3階 第1会議室）
（千代田区神田佐久間町1-9）
第3回：多摩会場（東京都中小企業振興公社多摩支社2階 大会議室）
（昭島市東町3-6-1 産
業サポートスクエア・TAMA内）
■助成事業：
（1）外国特許出願費用助成事業
（2）外国実用新案出願費用助成事業

（3）外国意匠出願費用助成事業
（4）外国商標出願費用助成事業
（5）外国侵害調査費用助成事業
（6）特許調査費用助成事業
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai_H28_1.html
■お問い合わせ
東京都知的財産総合センター
電話：03-3832-3656 FAX：03-3832-3659
Eメール：chizai@tokyo-kosha.or.jp
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【9】TOKYO起業塾「オープンセミナー（第3回）「ゼロから始めるクラウドファンディン
グ ～知って、学んで、体感しよう！～」開催のご案内(
────────────────────────────────────────
新しい資金調達のカタチとしてここ数年広がりを見せているクラウドファンディング。
金
融機関ではなく、
インターネットを通じて一般の人々から少しずつ資金を集めてプロジェク
トを実現する、という仕組みです。
名前は知っているけれども、他の資金調達とどう違うのかわからない、興味はあるけれども
実はなぜお金が集まるのか、その仕組みをよく知らない、という方もいらっしゃいますよ
ね？
本セミナーでは、
「講義＋ファンディングゲーム」という形でクラウドファンディングの基
本的な仕組みやプロジェクト実現のカギについて楽しく学んでいきます。
専門知識は不要です。興味がある方はお気軽にご参加ください！
■日 時：平成28年3月16日（水）18:30～21:00
■会 場：東京都産業労働局秋葉原庁舎 3階 第1会議室（千代田区神田佐久間町1－9）
■費 用：無料
■定 員：50名（先着順）
■プログラム：
Session1：
「クラウドファンディングとは？」
Session2：
「ファンディングゲームで体感しよう！」
■講 師：
（株）リンクス 代表取締役 鈴木 吾朗氏
■参加方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1602/0001.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 新事業創出課
電話：03-5822-7230

Eメール：kigyo@tokyo-kosha.or.jp
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【10】＜予告＞平成 28 年度 開発チャレンジ補助金事業申請受付のご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
板橋区中小ものづくり企業を対象とした新製品・新技術の開発を技術と資金の両面でサポー
トする使いやすい開発助成金です。
■申請受付：平成 28 年 4 月 1 日（金）～4 月 19 日（火）≪予約制≫
■事業内容：対象経費の 2/3 最大 300 万円助成
技術アドバイザーを派遣し、技術課題の相談に応じます。
■助成内容
【助成対象】
（1）新規製品の開発・試作・研究
（2）既成製品に改良を加えた製品の開発・試作・研究
（3）新技術もしくは新生産方式などによる製品の開発・試作・研究
【対象経費】
（1）原材料費・副資材費
（2）機械装置・工具器具の購入または借用費
（3）外注加工費
（4）大学・試験研究機関等に対する研究開発の一部委託費
（5）産業財産権の出願・導入費
（6）技術指導受け入れ費
■申請方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/assist/newitemchallenge
■お問い合わせ
（公財）板橋区産業振興公社 事業第1グループ
電話：03-3579-2192 FAX：03-3963-6441
Eメール：khk@itabashi-kohsha.com
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【11】平成28年度「宅地建物取引士講座」開催のご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
「目指そう！キャリアアップ！」
「今年こそ、宅地建物取引士の資格を取得しませんか！」
教室（会場）は鉄道3線の各駅から至近の板橋区立ハイライフプラザ。お仕事終わりでも
通いやすい場所です。本気のあなたを応援する板橋区産業振興公社の資格取得支援講座で、
あこがれの資格を手に入れましょう！
■期 間：平成28年4月20日～9月21日の毎週水曜、計22日（祝日を除く） 19:00～21:30

■会 場：板橋区立ハイライフプラザ（板橋区板橋1-55-16）
■内 容：権利および法律関係、宅建業法、法令上の制限、模擬試験など
■講 師：
（株）東京リーガルマインド専任講師
■対 象:区内在住・在勤・在学で、この資格の取得をめざす方
■定 員：56人
■費 用：45,000円（テキスト代を含む）
■申込方法及び詳しくは
URL: http://itabashi-kohsha.com/studysupport
■（公財）板橋区産業振興公社 ハイライフ事業グループ
電話：03-5375-8102
Eメール：hilife@itabashi.or.jp

板橋区産業振興公社では、ホームページのほか、フェイスブック、ツイッターでも産業関連
のニュースをお届けしています。
■フェイスブック https://www.facebook.com/itabashi.kohsha
「公益財団法人板橋区産業振興公社」で検索してください。
■ツイッター https://twitter.com/Itabashi_kohsha
「板橋区産業振興公社」で検索してください。
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★★配信停止★★
当公社ＨＰ（http://itabashi-kohsha.com/）
右下の「メールマガジンの登録」より、メールアドレスをご入力いただき、
削除にチェックを入れて、送信してください。
────────────────────────────────
************************＊＊＊＊＊
公益財団法人板橋区産業振興公社

〒173-0004 板橋区板橋2-65-6
電話：3579-2175 FAX：3963-6441
Eメール：ispc@itabashi.or.jp
＊＊＊＊＊************************

