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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43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43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」を始めとした各種
補助金に関するサポート窓口を開設しています！(～4月27日（水）)＜板橋区＞
◇小規模事業者、省エネ補助金も対象です！

【2】
「平成28年度 事業化チャレンジ道場」開講のご案内(4月1日（金）～5月18日（水）)
◇新製品の開発→製品化→販売までを、継続的かつ実践的にサポート！

【3】防災資器材購入補助金のご案内＜板橋区＞（4月1日(金)～）
◇防災資器材購入費用の半額を補助します！

【4】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です！

【5】板橋区ものづくり企業立地継続助成金のご案内＜板橋区＞
◇工場移転の改修、増築、移転等の費用を助成します！

【6】創業4分野マスターコース開催のご案内＜板橋区＞
◇板橋区でお得に創業できる事業を28年度も開講いたします！

【7】広域多摩イノベーションプラットフォーム 燃料電池セミナー 開催のご案内（4/20
（水）
）
◇燃料電池ビジネスへの参入をご検討されている企業様は、ぜひご参加ください！

【8】
「MEDTEC JAPAN 2016」出展のご案内（4/20（水）～22（金））＜板橋区＞
◇平成28年度も板橋区ブースを出展します！

【9】
「“マイナンバー制度”民間企業が取るべき対策」セミナー開催のご案内（4/21（木）
）

◇マイナンバー制度についての具体的な対策について、もう一度整理しませんか？

【10】節電対策設備等導入費用助成事業のご案内
◇工場照明のLED化等の導入費用の一部を助成します！

【11】第1回「ビジネスマッチングin東京」受注企業募集のご案内（5/27（金）
）
◇新規取引先の開拓を支援する商談会です！
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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」を始めとした各種
補助金に関するサポート窓口を開設しています！＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
平成 27 年度補正予算事業（経済産業省）補助金の公募が始まりました。
現在、以下の補助金事業の公募要領が発表されています。
事前の準備次第で採択が近づきます。
板橋区産業振興公社の申請サポート窓口（無料相談）
をご利用ください。
■公募中・公募開始直前の補助金
（1）ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金（公募中～4 月 13 日（金））
URL：https://www.tokyochuokai.or.jp/flash/1108-27-1.html
（2）小規模事業者持続化補助金（公募中～5 月 13 日（金））
URL：http://h27.jizokukahojokin.info/
（3）中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進補助金（1 次公募）
（公募中～4 月 22 日（金）
）
URL：https://sii.or.jp/kakumeitoushi27r/shinsei/note.html
※（1）
、（2）の補助金は、申請書類提出前に別途、支援機関等のサポートを得ることが用
件になっていますのでご注意ください。
＜申請サポート・窓口相談（無料）ご案内＞
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
の特別相談窓口を開設します。
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
方式によりご要望をお聞きし、
計画づくりから申請書の完成までを一貫してサポートします。
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。
■窓口開設日：
平成 28 年 4 月 27 日（水）までの毎週月・水・金 9：00～16：00
■対 象：板橋区・北区内の中小企業
■会 場：板橋区産業振興公社窓口（板橋区板橋 2-65-6 情報処理センター5 階）
■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 FAX：03-3963-6441
E メール：ispc@itabashi.or.jp
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【2】
「平成28年度 事業化チャレンジ道場」開講のご案内
────────────────────────────────────────
新製品の開発→製品化→販売までを、継続的かつ実践的にサポート！
事業化チャレンジ道場は、インダストリアルデザインの手法を活用しながら、新製品の開
発から事業化までの一連のプロセスを一体的にサポートする
「事業化支援プログラム」
です。
■申込期間：平成 28 年 4 月 1 日（金）～5 月 18 日（水）
■会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社
・城南支社（大田区南蒲田 1-20-20）
・多摩支社（昭島市東町 3-6-1）
■費 用：1 社 7 万円（税込）
■対 象：都内に主たる事業所を有し、自社技術等を活用して、新製品・自社製品の開発を
目指す中小企業
※ソフトウェアやビジネスモデルのみの開発等は対象外とさせていただきます。
■募集数：25 社
※締切後、選考会により受講企業を決定します。
■事業の内容及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 城南支社 経営支援課
電話：03-3733-6284
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【3】防災資器材購入補助金のご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
事業所・マンションが地域住民と一体となって防災活動を実施できるようにするため、事
業所やマンションが自主的に購入する防災資器材の費用を2分の1（1,000円未満は切捨て。
限度額10万円。
）補助します（工事費用等は除く。）
。
首都直下地震等の大規模広域災害時には、地域の方々がお互いに助け合い、初期消火、救
助活動、避難誘導等を行う「共助」がとても重要です。この機会にあなたの事業所やマンシ
ョンの防災資器材を整備し、地域の防災力を高めましょう。
■申請期間：平成28年4月1日（金）～平成29年1月31日（火）※先着順
■補助金額、補助率：上限10万円、対象経費の1/2以内
■対象となる防災資器材
【初期消火】スタンドパイプ、可搬式消化ポンプなど
【救出】リヤカー、はしご、バール、スコップ、ハンマー、のこぎり、ジャッキ、救助用ロ

ープ、階段搬送器具 など
【救護】救急セット、担架、AED、毛布など
【情報連絡】トランシーバー、メガホンなど
【安全保護】ヘルメット、防じんメガネ、軍手など
【備蓄】投光器、発電機、テント、ブルーシート、災害用トイレ（大人数が使用できるもの
に限る）など
【格納庫】防災資器材を専用に保管するための格納庫（工事費用は除く）
■申請方法及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/069/069011.html
■お問い合わせ
板橋区 危機管理室 地域防災支援課 消防防災グループ
電話：03-3579-2158
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【4】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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【5】板橋区ものづくり企業立地継続助成金のご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
本事業は、東京都と連携して、都内（板橋区内を含む。）のものづくり中心企業者が板橋
区で操業するための移転費用や、
板橋区内の工場設備の操業改善のための費用を助成するこ
とにより、ものづくり企業※の板橋区内での立地継続を支援します。
■各種期間：
（１）事前相談期間 平成28年3月22日（火）～4月22日（金）
（２）申請受付期間 平成28年4月4日（月）～4月22日（金）
（３）事業実施期間 交付決定の日（6月上旬）～平成29年1月27日（金）
※本補助金を申請する場合は、事前相談が必須となります。
■対象者：
（１）次のいずれに該当するものづくり企業の中小企業者であること
・板橋区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する企業であること
・都内かつ板橋区外において、1年以上操業し、新たに区内へ移転し、平成29年1月27日（金）
までに移転を完了する企業であること
（２）
法人住民税及び事業税
（個人事業主で事業税が非課税の場合は住民税及び軽自動車税）
を滞納していないこと
■助成事業：
（１）工場の改修等事業
・区内の現工場の改修費用
・区内の現工場の改修・増築・建替するための一時移転費用
（２）工場の移転事業
・区内への工場移転に伴う機械等設備の輸送・設置費用
・区内の移転先工場の改修費用
■助成金額、助成率：上限375万円、対象経費の4/3以内、最低投資額100万円
■補助金の概要及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/067/067964.html
■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
電話：03-3579-2193 FAX：03-3579-9756
Eメール：sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
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【6】創業4分野マスターコース開催のご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
板橋区内での創業を志す方や創業後間もない方が、創業に必要な4分野の授業コース「創
業4分野マスターコース」を受講した後、板橋区より「受講証明書」の交付を受けた場合、
創業時に様々な優遇措置を受けることができるようになりました。

4月、5月の開催分についてご案内いたします。
■日 時：
平成28年4月5日（火）
、12日（火）
、19日（火）、26日（火）18:00～21:00
平成28年5月10日（火）
、17日（火）
、24日（火）
、31日（火）14:00～17:00

■対 象：
（１）板橋区内での創業を志す方
（２）創業後概ね5年以内の区内中小企業者等（個人事業主も含みます）
※いずれもお住いは板橋区外でもかまいません。
■会 場：板橋区立企業活性化センター（板橋区舟渡1-13-10 アイ･タワー2階）
■内 容：経営、人材育成、財務、販路開拓
■費 用：無料
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/060/060788.html
■お問い合わせ
板橋区 産業経済部 産業振興課
電話：03-3579-2172 FAX：03-3579-9756
Eメール：kb-ssyuro@city.itabashi.tokyo.jp
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【7】広域多摩イノベーションプラットフォーム 燃料電池セミナー 開催のご案内
────────────────────────────────────────
2014年4月に公表された第4次エネルギー基本計画で“水素社会の実現”が明記され、そ
の後「水素・燃料電池戦略ロードマップ」が策定されました。これからの日本が、水素社会
の実現によってエネルギー供給と地球温暖化対策を一体化した新しい社会を構築する道筋
が示されました。
（公財）東京都中小企業振興公社多摩支社では、
“広域多摩イノベーションプラットフォ
ーム”の一環として、都内ものづくり中小企業を対象とした「燃料電池セミナー」を下記の
とおり開催します。
燃料電池ビジネスへの参入をご検討されている企業様はぜひご参加くだ
さい。
■日 時：平成28年4月20日（水）13:00～17:00
■会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社多摩支社
サポートスクエア・TAMA）
■定 員：30名程度
■費 用：無料

2階大会議室（昭島市東町3-6-1産業

■プログラム：
講演（１）
「新エネルギーとしての水素ガスの利活用の実態と将来マーケット」
（株）巴商会 技術本部 新事業研究室 室長 佐藤 俊二氏
講演（２）
「SIC燃料電池研究会10年間の活動と今後について」
SIC燃料電池研究会プロジェクトリーダー 永井 直文氏
講演（３）
「FC-R＆D社の水素エネルギー技術と中小企業での活用」
（株）FC-R＆D 代表取締役社長 中島 宏氏
■申込方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1603/0018.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社
電話：042-500-3901 FAX：042-500-3915
Eメール：tama-event@tokyo-kosha.or.jp
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【8】
「MEDTEC JAPAN 2016」出展のご案内＜板橋区＞
────────────────────────────────────────
4 月 20 日 （ 水 ） か ら 22 日 （ 金 ） ま で 東 京 ビ ッ グ サ イ ト で 開 催 さ れ る 「 MEDTEC
JAPAN2016」に板橋区ブースを出展します。板橋区ブースでは、医療機器開発や医療分野
へ対応可能な製品・技術を持つ、板橋区内企業・団体が出展し、関連製品や自社技術を紹介
します。
■会 期：平成28年4月20日（水）～22日（金）10:00～17:00
■会 場：東京ビッグサイト東4ホール〔1603〕
■板橋区ブース出展企業：
（１）
（株）オーテックシー
（２）MCヘルスケア（株）
（３）
（株）ルケオ
（４）
（株）松田技術研究所
（５）JDF（株）
（６）
（株）アールストーン
■出展内容及び詳しくは
URL：http://www.medtecjapan.com/
■お問い合わせ
（公財）板橋区産業振興公社 中小企業サポートセンター
電話：03-3579-2192 FAX：03-3963-6441
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【9】
「
“マイナンバー制度”民間企業が取るべき対策」セミナー 開催のご案内
────────────────────────────────────────

2016 年 1 月より「マイナンバー制度による諸手続き」が始まりました。マイナンバーは、
社会保障と税、災害対応のために活用されるのに伴って、会社の事務においては、特に源泉
徴収事務と雇用保険事務については 2016 年 1 月から始まっており早急に対応する必要があ
ります。このセミナーでは、民間事業者がマイナンバー制度に対して行わなければいけない
具体的な対策について、もう一度整理を行います。
■日 時：平成 28 年 4 月 21 日（木）13:30～15:30
■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）

■定 員：45 名（先着順）
■費 用：無料
■対 象：区内小規模事業者
■講 師：社会保険労務士

桐生 英美氏

■申込方法及び詳しくは
URL：http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67910.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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【10】節電対策設備等導入費用助成事業のご案内
────────────────────────────────────────
中小企業の皆様が、生産コストの上昇に対して、生産活動を続けながら電気の使用量を抑
制する節電に取り組むことが重要であることに鑑み、中小企業者の皆様が行う効率的に電力
を利用するための設備等の導入を公益財団法人東京都中小企業振興公社が支援します。
■申請期間：平成28年4月4日（月）～9月30日（金）
■対 象：中小企業者及び中小企業グループのうち、法人にあっては東京都内に登記簿上の
本店又は支店を有する者、個人にあっては東京都内で開業届又は青色申告をしており、都内
で事業を営んでいる者が、
節電対策設備等を東京都内の自社の敷地内に導入する事業を行う
者
■対象設備：
（１）自家発電設備
（２）蓄電池
（３）デマンドコントローラー
（４）進相コンデンサ
（５）インバータ
（６）LEDランプ

（７）
（１）から（６）を運用するために必要となる付帯設備等
■助成金額、助成率：
【中小企業者単独】上限1,500万円、対象経費の1/2以内
【中小企業グループ】上限2,000万円、対象経費の2/3以内
※LEDランプについては、中小企業単独・中小企業グループともに、上限1,000万円、対象
経費の1/2以内
■申請方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/jikahatsu.html#youkou
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備リース課
電話：03-3251-7889

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】第1回「ビジネスマッチングin東京」受注企業募集のご案内
────────────────────────────────────────
都公社では、都内中小企業の新規取引先開拓を支援する商談会を開催します。本商談会に
参加する発注企業様が求める技術や製品をお持ちの企業様は、是非お申し込みください。
■日 時：平成 28 年 5 月 27 日（金）13:00～17:00
■会 場：秋葉原 UDX4 階ギャラリーネクスト 1（千代田区外神田 4-14-1）
■対 象：東京都内に事業所を持ち、発注企業情報に対応可能な中小企業
■募集数：30 社程度（募集数に達し次第、締切）
■費 用：無料
■申込期限：平成 28 年 4 月 22 日（金）17:00 まで
■申し込み方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2016/index2.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援部 取引振興課
電話：03-3251-7883 FAX：03-3251-7888
Eメール：bm@tokyo-kosha.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
＊＊＊＊＊************************

