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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38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
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板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第38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】城南支社第3回産業セミナー「中小企業と景気、雇用～今後のあるべき政策の方向を
考える～」開催のご案内(1/22(金))
◇中小企業と景気の深い関係について学べます！

【2】第3回JTAトップフォーラム「テレワークでワークスタイル変革」開催のご案内
(1/26(火))
◇先進的なテレワークの事例を紹介します！

【3】東京都デザイン導入支援セミナー開催のご案内(1/28（木）)
◇下請けから脱却し、オンリーワン企業に生まれ変わった経営者にお話いただきます！

【4】
「ライフサポートフェア 2016」同時開催イベント 公社 50 周年記念イベント及び基
調講演(1/28(木))
◇人口減少社会の中での戦略や中小企業の飛躍のためのヒントについて講演します！

【5】きたくなるMONOづくり未来塾 経営戦略セミナー「顧客を魅了して儲ける方法」開
催のご案内(1/30(土))
◇魅力的な商品に仕立てるにはどうしたらいいかについて学べます！

【6】
「よくわかる！補助金活用セミナー」開催のご案内(2/4(木))
◇補助金をもっと上手に使うためのノウハウが学べます！
【7】TOKYO 起業塾「スタートアップ支援プログラム STARS」開講のご案内(2/7(日)～)
◇アナタのビジネスを大きく飛躍させる五日間です！

【8】
「ワークライフバランスフェスタ東京2016」開催のご案内(2/9（火）)
◇基調講演や東京ワークライフバランス認定企業表彰式等イベントが盛り沢山です！

【9】板橋・北 春のビジネスセミナー「挑戦する企業にこの一本」開催のご案内(2/17(水
))＜板橋区＞
◇補助金のご紹介、産学連携、海外展開等の情報を提供します！

【10】板橋経営ビジネス学院「厳しい経営環境に必要な人材活用・労務管理」開催のご案
内(2/17(水))＜板橋区＞
◇経営戦略の習得とビジネス交流を目的としたセミナーです！

【11】第 20 回機械要素技術展 板橋区ブース 共同出展企業募集中！！＜板橋区＞
◇機械要素、加工技術を集めた日本最大のビジネス展示会です！

【12】平成 27 年度いたばし働きがいのある会社賞 表彰式・特別講演開催のご案内
(2/22(月))＜板橋区＞
◇経営革新に興味のある経営者はぜひご参加ください！
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【1】城南支社 第3回産業セミナー「中小企業と景気、雇用～今後のあるべき政策の方向
を考える～」開催のご案内
────────────────────────────────────────
リーマンショックや欧州債務危機の激動を経て、
日本経済は正常化に向かいつつあるとみ
られます。
しかし、中小企業部門ではいまだ景気回復の実感に乏しい状況が続いています。
中小企業と景気の関係は古くて新しいテーマです。
今回のセミナーでは、
景気とも関係が深い雇用や中小企業対策などの視点もまじえながら、
景気の波の中での中小企業について考えて参ります。
■日 時：平成28年1月22日（金）14:00～16:30
■会 場：城南地域中小企業振興センター（大田区産業プラザPIO）2階東京都研修室（大
田区南蒲田1-20-20）
■費 用：無料
■定 員：80名（先着順）
■講 師：
（独）経済産業研究所 上席研究員 後藤

康雄氏

■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1512/0009.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社 経営支援係
電話：03-3733-6284 FAX：03-3735-3758
Eメール：jonan@tokyo-kosha.or.jp
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【2】第3回JTAトップフォーラム「テレワークでワークスタイル変革」開催のご案内
────────────────────────────────────────
今年は、経済団体が働き方改革に関する提言を打ち出し、国内大手企業によるテレワーク
活用が報道されるなど、
経営戦略としてのワークスタイル変革への注目度がこれまで以上に
高まっております。政府におかれても「地方創生」
「女性活躍推進」の重点政策方針のもと
で、テレワーク普及推進施策が多数実施されています。
このフォーラムでは、講演・パネルディスカッションを通じて先進的なテレワークの事例
を紹介します。皆様、奮ってご参加ください。
■日 時：平成 28 年 1 月 26 日（火）13:15～17:10
■会 場：東京コンファレンスセンター・品川 5F 大ホール（港区港南 1-9-36 アレア品
川 受付 5F）
■費 用：無料
■定 員：300 名
■プログラム：
【主催者挨拶】
（一社）日本テレワーク協会会長 宇治 則孝氏 13:15～13:20
【来賓挨拶】総務大臣 高市 早苗氏 13:20～13:30
【基調講演】
「-経営戦略におけるワークスタイル変革- 悪しき労働慣行が日本をダメにし
ている！（仮題）
」13:30～14:20
カルビー（株）代表取締役会長兼 CEO 松本 晃氏
【パネル討論】
「テレワーク先進企業における取組と課題」14:20～16:20
＜パネリスト＞
・全日本空輸（株）常務取締役執行役員 河本 宏子氏
・日本電信電話（株）常務取締役 島田 明氏
・日本マイクロソフト（株）執行役員人事本部長 佐藤 千佳氏
・明治安田生命保険相互会社 執行役員人事部長 梅崎 輝喜氏
・
（株）リクルートホールディングス ダイバーシティ推進部長 伊藤 綾氏
＜モデレーター＞
（一社）日本テレワーク協会会長 宇治 則孝氏
【特別講演】
「女性活用とテレワーク」16:20～17:10
（公財）21 世紀職業財団会長 岩田 喜美枝氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.japan-telework.or.jp/topics2/27.html
■お問い合わせ
（一社）日本テレワーク協会「JTA トップフォーラム」事務局

電話：03-5577-4572
Eメール：guide@japan-telework.or.jp
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【3】東京都デザイン導入支援セミナー開催のご案内
────────────────────────────────────────
東京都デザイン導入支援セミナーでは、デザインを活用して商品開発等を図ろうとする中
小企業者に対して、
デザインの役割や導入方法などを紹介する
「デザイン導入支援セミナー」
を開催しております（年4回）。今回は、下記のテーマにて開催いたします。ぜひ奮ってご
参加ください。
■日 時：平成28年1月28日（木）13:00～15:00
■会 場：東京都立産業貿易センター 台東館8階 第5会議室（台東区花川戸2-6-5）
■定 員：50名（先着順）
■費 用：無料
■講 演：
「デザインのチカラで中小企業は変わる！下請け脱却、オンリーワン企業に変貌
したGRAPHの経営戦略とは？」
北川 一成氏（グラフ（株）代表取締役社長/ヘッドデザイナー）
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1511/0017.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 事業戦略支援室
電話：03-5822-7232 FAX：03-5822-7233
Eメール：senryaku@tokyo-kosha.or.jp
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【4】
「ライフサポートフェア 2016」同時開催イベント 公社 50 周年記念イベント及び基
調講演開催のご案内
────────────────────────────────────────
平成 28 年に東京都中小企業振興公社は設立 50 周年を迎えます。この度、ライフサポー
トフェア 2016 にあわせて、50 周年を記念したイベント及び基調講演を開催いたします。
■日 時：平成 28 年 1 月 28 日（木）15:20～17:00
■会 場：東京都立産業貿易センター 台東館 5 階展示室（北側）
（台東区花川戸 2-6-5）
■定 員：300 名
■費 用：無料

■プログラム：
【第 1 部】記念イベント 15:20～15:40
公社事業のご紹介、50 周年記念ロゴ発表など
【第 2 部】基調講演 15:45～17:00
「人口減少を克服する成長戦略と東京の中小企業の可能性」
元経済産業事務次官 北畑 隆生氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1512/0011.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 企画課
電話：03-3251-7897 FAX：03-3251-7796
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【5】きたくなるMONOづくり未来塾 経営戦略セミナー「顧客を魅了して儲ける方法」開
催のご案内
────────────────────────────────────────
本セミナーは、この質問に答えるべく商品・サービスの新たな企画やブラッシュアップす
る際の、成功の秘訣をわかりやすく解説するものです。
商品（サービスを含む）の顧客価値、つまり顧客にとっての魅力を創る、もしくは高める
方法や、その魅力を顧客に伝える方法、さらには買っていただけるための様々なアプローチ
を、考え方とやり方を、事例を交えて紹介します。
また、講義で学んだ後にはグループワークによって、マーケティングミックスと言われる
4Pの手法で、実践的にマーケティング戦略をつくる演習で理解を深めます。
これまで、なかなか売れる商品を作れなかったり、磨き上げることができなかった方や、
どのように宣伝したらいいのか悩んでいた方々に多くのヒントが得られる内容です。また、
交流会にて周辺を含めた地域の中小企業の連携も模索してみませんか？
■日 時：平成28年1月30日（土）
【セミナー】13:30～18:00 講義＆グループワーク
【交流会】18:00～19:00 同会場にて立食形式の交流会を開催します。
■会 場：赤羽会館4階 大ホール（北区赤羽南1-13-1）
■定 員：60名（先着順）
■費 用：無料（交流会に参加の場合は、会費1,000円）
■講 師：志村 勉氏（ビジネスデザイナー/戦略プロフェッショナル）
■申込方法及び詳しくは
URL:
http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/monozukuri/koza/miraij
yuku.html

■お問い合わせ
北区 地域振興部 産業振興課 商工係
電話：03-5390-1235 FAX：03-5390-1141
Eメール：kougyousinkou@city.kita.lg.jp
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【6】
「よくわかる！補助金活用セミナー」開催のご案内
────────────────────────────────────────
行政の補助金は返済不要で身近な公的資金です。活用を希望する事業者は多くいますが、
制度の内容や申請要件・方法については知らない方も多く、十分に活用されていないのが現
状です。本セミナーでは、ものづくりに関する補助金を中心に制度を紹介し、申請書作成の
ポイントを、成功事例を通じて解説していきます。補助金に興味をお持ちで知識を深めたい
事業者、2016 年度の応募を検討している事業者にとって貴重な機会となります。
■日 時： 平成 28 年 2 月 4 日（木）14:00～16:00
■会 場：東京商工会議所

板橋支部（板橋区板橋 3-9-7 板橋センタービル 8F）

■講 師：中小企業診断士

森尾 浩司氏

■プログラム：
（１）補助金情報の取得
（２）補助金獲得のポイント（申請書作成の考え方、事例紹介）
（３）板橋区補助金の紹介
■定 員：45 名
■費 用：無料
■申込方法及び詳しくは
URL：http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67412.html
■お問い合わせ
東京商工会議所 板橋支部
電話：03-3964-1711 FAX：03-3964-3434
E メール：itabashi@tokyo-cci.or.jp
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【7】TOKYO 起業塾「スタートアップ支援プログラム STARS」開講のご案内
────────────────────────────────────────
STARS は、スタートアップとして必要な考え方や知識を身につけるためのプログラムで
す。第一線で活躍している専門家が、講師として各々の持っている知識・ノウハウを惜しみ
なく提供して、アナタのスタートアップとしての成長速度を加速させます。
STARS で得られるもの
【Skill】Lean Startup の手法や VC への PR 方法。
【Knowledge】スタートアップとして知っておくべき財務・税務・法務の基礎知識。
【Networking】第一線で活躍している専門家や同じ志を持った仲間との出会いの場。

本プログラムに参加すると、効率的に事業を発展させる方法が身につきます。様々な出会
いとともにビジネスプランの改良を繰り返して、ビジネスを大きく成長させましょう。
■日 時：
平成 28 年 2 月 7 日（日）
、14 日（日）
、21 日（日）、28 日（日）
、3 月 6 日（日）
各日 10:00～16:30
■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）
■対 象：次の 3 点を満たす起業予定者であること。
（１）ビジネスプランがある。
（２）IPO や M＆A によるイグジットを目指して、事業を数年で十億円規模へと成長させ
たいと考えている。
（３）東京都内在住、又は都内での起業を予定している。
■定 員：40 名
■費 用：12,000 円
■プログラム：
【2 月 7 日（日）
】
・
「日本の IPO の現状」10:00～12:00
（株）東京証券取引所 上場推進部 橋本 梢氏、田原 和規氏
・
「スタートアップのマインドセットとは？」13:00～16:30
Lean Startup Japan LLC 代表 和波 俊久氏
【2 月 14 日（日）
】
・
「ベンチャー法務のポイント」10:00～12:00
クレア法律事務所 代表弁護士 古田利雄氏
・
「組織の規模と必要な資金」13:00～16:30
（株）リンクス 代表取締役 鈴木 吾朗氏
【2 月 21 日（日）
】
・
「ベンチャー会計のポイント」10:00～12:00
新日本有限責任監査法人 中野 圭介氏
・
「リーンスタートアップによる仮説検証法」13:00～16:30
Learning Entrepreneur’s Lab 共同代表 堤 孝志氏
【2 月 28 日（日）
】
・
「スタートアップの資金調達」10:00～13:00
（合）SARR 代表 松田 一敬氏
・
「ビジネスモデルと VC の視点」13:00～16:30
（合）SARR 代表 松田 一敬氏
【3 月 6 日（日）
】
・
「リーンスタートアップの事業計画」10:00～12:00
Learning Entrepreneur’s Lab 共同代表 堤 孝志氏
・
「検証結果の発表」13:00～16:30

Learning Entrepreneur’s Lab 共同代表 飯野 将人氏、堤 孝志氏

■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1510/0002.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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「ワークライフバランスフェスタ東京2016」開催のご案内
────────────────────────────────────────
東京都では、ワークライフバランスの実現に向けて取り組む企業を応援し、企業の雇用環
境整備を推進しています。その一環として、ワークライフバランスの経営メリットに関する
パネルディスカッションや、中小企業の優れた取組事例の紹介など、ワークライフバランス
の「いま」がわかるイベントを開催します。経営者、管理職、人事労務担当者の方は、必見
のイベントです。従業員の方、学生の方のご来場もお待ちしております。
■日 時：平成28年2月9日（火）10:00～17:00
■会 場：東京ドームシティ プリズムホール（文京区後楽1丁目3-61）
■費 用：無料
■イベント詳細：
＜メインステージ＞
【基調講演】10:15～
「企業の力を高めるワークライフバランス」松浦 民恵氏（
（株）ニッセイ基礎研究所 生
活研究部 主任研究員）
【平成27年度東京ワークライフバランス認定企業 認定状授与式】11:30～
【パネルディスカッション】13:30～
「多様化する働き方～これからの企業成長に欠かせない“しごとスタイル”とは？～
＜パネリスト＞
・小室 淑恵氏（
（株）ワーク・ライフバランス 代表取締役社長）
・近藤 宣之氏（
（株）日本レーザー 代表取締役社長）
・太田 差惠子氏（NPO法人 パオッコ 理事長）
・平成27年度東京ワークライフバランス認定企業代表者
＜コーディネーター＞
住吉 美紀氏（フリーアナウンサー、エッセイスト）
【トークセッション】15:30～
「柔軟な働き方とキャリア形成」
・青野 慶久氏（サイボウズ（株） 代表取締役社長）

・井上 洋市朗氏（
（株）カイラボ 代表取締役）
【認定企業ブース】
【出展企業・団体ブース】
【ミニセミナー 交流スペース】
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.wlb-festa.metro.tokyo.jp/index.html
■お問い合わせ
・事務局（
（株）ムラヤマ内）
電話：03-6221-0828 FAX：03-6221-1917
Eメール：wlbf2016@murayama.co.jp
・東京都 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 雇用平等推進係
電話：03-5320-4649
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【9】板橋・北 春のビジネスセミナー「挑戦する企業にこの一本」開催のご案内＜板橋区
＞
────────────────────────────────────────
挑戦する企業にこの1本！補助金情報、産学連携、海外展開などのセミナーでサポートし
ます。
■日 時：平成28年2月17日（水）14:00～17:30
■会 場：ハイライフプラザ板橋 2階B・Cホール（板橋区板橋1-55-16）
■費 用：無料
■対 象：主にものづくり企業にお勤めの方（どなたでもご参加いただけます）
■プログラム：
【板橋・北 事業紹介】14:00～14:20
【関東経産局 補助金説明会】14:25～14:50
【産学連携セミナー】15:00～16:00
講師：千野 俊猛氏（2003年～2010年
学特任教授）

日刊工業新聞社代業取締役社長 現在電気通信大

【休憩兼交流時間】16:00～16:30
【海外展開セミナー】16:30～17:30
講演協力：日刊工業グローバルビジネスサポート

■申込方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/3451
■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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【10】板橋経営ビジネス学院「厳しい経営環境に必要な人材活用・労務管理」開催のご案
内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
厳しい経営環境の中で生き抜いて行くために必要な経営戦略を習得すると共にビジネス
交流をめざした「経営革新セミナー」を開催いたします。板橋区並びに周辺地域の経営者、
経営幹部並びに後継者の皆様のご参加をお待ちしております。
■日 時：平成28年2月17日（水）18:00～20:00
■会 場：板橋産連会館（板橋区仲宿54-10）
■講 師：大内 康弘氏（大内経営労務事務所 代表）
■対 象：区内在住・在勤の方
■定 員：40人（申込順）
■費 用：2,000円（板橋産業連合会会員 1,000円）
■申込方法及び詳しくは
URL：http://itabashisanren.org/itabashi-management-academy
■お問い合わせ
・
（一社）板橋産業連合会
電話：03-3962-0131
・板橋区産業振興課商工振興グループ
電話：03-3579-2171
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【11】第 20 回機械要素技術展 板橋区ブース 共同出展企業募集中！！＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
第 20 回機械要素技術展（M-Tech）の開催に伴い、板橋区ブースへの共同出展企業を募
集します！！
機械要素、加工技術を集めた日本最大のビジネス展示会です。
皆様からのご応募、お待ちしております！！
■会 期：平成 28 年 6 月 22 日（水）～6 月 24 日（金）

10：00～18：00（24 日［金］のみ 17：00 終了）
■会 場：東京ビッグサイト
■主 催：リードエグジビションジャパン（株）
■板橋区ブース 募集概要
【出展小間数】9 小間
【募集企業数】
製品展示企業：19 社
パンフレット展示企業：6 社
【出展者負担金】
製品展示企業：230,000 円
パンフレット展示企業：20,000 円
【募集対象】
機械要素、加工技術の分野に関連した事業を行っている板橋区内の中小企業
■申込方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/3314
から募集案内をダウンロードし、出展申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、下記申込
先へ FAX または E-mail にてご提出ください。
≪！！申込先着順！！≫
募集企業数に達し次第、締め切らせていただきます。
■お問い合わせ
（公財）板橋区産業振興公社 事業第 2 グループ
電話：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
E メール：jshien@itabashi-kohsha.com
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【12】平成 27 年度いたばし働きがいのある会社賞 表彰式・特別講演開催のご案内＜板橋
区＞
────────────────────────────────────────
いたばし働きがいのある会社賞表彰式では、活力ある地元企業を表彰し、その優れた取り
組みをご紹介します。
また、特別講演として2013年度日本経営品質賞中小規模部門受賞企業の「西精工株式会
社の西泰宏社長」をお招きしてその優れた取り組みをご披露いただきます。
経営革新にご興味のある経営者の方は、ぜひご参加ください。貴方の会社でも取り組める
役に立つお話が伺えます。
■日 時：平成28年2月22日（月）18:30～21:00
■会 場：ハイライフプラザいたばし（板橋区板橋1-55-16）

■プログラム：
【平成27年度いたばし働きがいのある会社賞表彰式】 18:30～
【特別講演「人が輝く組織を作る」西精工株式会社

代表取締役 西 泰宏氏】19:30～

■申込方法及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/3372
■お問い合わせ
（公財）板橋区産業振興公社 経営支援グループ
電話：03-3579-2175 FAX：03-3963-6441
Eメール：ispc@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
＊＊＊＊＊************************

