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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 46 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◆◇◆
▼トピックス―――――――――――――――――――――――
【1】板橋区ものづくり企業活性化専門員のご案内
◇ものづくり企業のイノベーションをサポートします！
＜板橋区＞
【2】ビジネスチャンス・ナビ 2020 をオープンしました！
◇入札案件・調達情報を検索できます！
＜都公社＞
【3】平成 28 年熊本地震に関する「経営特別相談窓口」の設置について
◇平成 28 年熊本地震により影響を受けている都内中小企業者に対し、経営相談を実施しま
す。
＜都公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】創業 4 分野マスターコースのご案内
◇創業 4 分野をマスターして板橋区でおトクに創業！
＜板橋区＞
【5】板橋ビジネス経営学院「経営革新セミナー」
◇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います。

＜板橋産業連合会＞
【6】事業承継塾のご案内
◇事業後継者の経営者としての知識を習得できます！
＜都公社＞
【7】
「2016 年版中小企業白書及び小規模企業白書」セミナー
◇日々の経営に役立つよう、内容をご紹介いたします！
＜中小機構＞
▼展示会・イベント―――――――――――――――――――――
【8】OPIE’16(5/18～5/20)に板橋区ブースを出展します！
◇まもなく開催します！
＜板橋区産業振興公社＞
【9】第 20 回機械要素技術展(6/22～6/24)に板橋区ブースを出展します！
◇区内企業 18 社と共同出展します！
＜板橋区産業振興公社＞
【10】大手ゼネコンジェグテック商談会のご案内＜中小機構＞
◇大手企業（35 分野で商談希望）と中小企業の商談会です！
＜中小機構＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【11】板橋区ものづくり企業貸工場家賃補助金のご案内
◇工場賃借料の一部を助成します！
＜板橋区＞
【12】
「女性の活躍促進責任者」設置企業などに奨励金
◇女性の活躍促進に取り組む中小企業を応援します！
＜東京都＞
【13】
「新・展示会等出展支援助成事業-販路拡大サポート事業-」のご案内
◇国内外の展示会等出展費及び広告掲載費を助成します！
＜都公社＞

▼その他――――――――――――――――――――――――――
【14】
「
『経営向上』のヒント～中小企業のための『会計』活用の手引き～」のご案内
◇経営課題解決の後押しとなるよう、冊子を作成しました！
＜中小企業庁＞
【15】
「中小企業人材活用ハンドブック」のご案内
◇厚生労働省など広く政府の支援策を紹介した初めての冊子です！
＜中小企業庁＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】板橋区ものづくり企業活性化専門員のご案内＜板橋区＞
──────────────────────────────────
区内産業に精通した板橋区ものづくり企業活性化専門員が、新事業に取り組もうとする
が 1 社では難しく、企業連携や技術改善を希望するものづくり企業の皆様のイノベーショ
ンをサポートします。
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/076/076088.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
TEL：03－3579－2193
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】ビジネスチャンス・ナビ 2020 をオープンしました！＜都公社＞
──────────────────────────────────
ビジネスチャンス・ナビ 2020 は、東京 2020 大会を契機とする官民の調達情報を一元的
に集約した情報ポータルサイトです。
都や国、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会、民間企業などが、入札
案件や調達情報を「ビジネスチャンス・ナビ 2020」に登録し、情報提供を行います。
都内及び全国の中小企業は、
「ビジネスチャンス・ナビ 2020」に登録することにより、東
京オリンピック・パラリンピック競技大会関連を始め、ご希望にマッチする入札案件や調達
情報を検索することが出来ます。個別商談から契約にいたる、中小企業の受注機会拡大を支
援します。

■ご登録及び詳しくは
URL: https://www.sekai2020.tokyo/bcn/
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 中小企業世界発信プロジェクト推進協議会事務局
TEL：03-5822-7239
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】平成 28 年熊本地震に関する「経営特別相談窓口」の設置について＜都公社＞
──────────────────────────────────
東京都内に所在する中小企業を対象に、平成 28 年熊本地震による影響について、経営相
談を実施します。
■相談時間：平日 9：00～17：00
（注意 1） 受付時間は 9：00～11：30、13：00～16：30 です。
（注意 2） 相談時間は原則１時間となります。
（注意 3） 相談は受付順で対応いたしますので、お待ちいただく場合があります。
（注意 4）土・日・祝祭日はお休みです。
■相談方法：電話相談又は来所相談
■来所相談会場：東京都産業労働局秋葉原庁舎 4 階（千代田区神田佐久間町 1-9）
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1604/0019.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援課
TEL：03-3251-7881
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】創業 4 分野マスターコースのご案内＜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。
5 月、6 月の開催分についてご案内いたします。
■日 時：
平成 28 年 5 月：17 日（火）
、24 日（火）、31 日（火）14:00～17:00
平成 28 年 6 月：2 日（木）
、9 日（木）、16 日（木）
、23 日（木）18:00～21:00
■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
TEL：03-3579-2172
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】板橋ビジネス経営学院「経営革新セミナー」＜板橋産業連合会＞
──────────────────────────────────
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。
■講座名：
「お金を掛けずに経営力アップ（実践編）
」
■開催日時：平成 28 年 6 月 16 日（木）18：00～20：00

■会 場：板橋産業連合会

3 階セミナー会場

■参加費：無料
■募集人数：50 名（先着順）
■お申込及び詳しくは
http://itabashisanren.org/itabashi-management-academy
■お問い合わせ
（一社）板橋産業連合会
TEL：03-3962-0131 FAX:03-3962-0133
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】事業承継塾のご案内＜都公社＞
──────────────────────────────────
事業承継は一人ではできません。従業員とともに達成するためにも、まずは自らを変えな
ければならないでしょう。また、円滑な事業承継を行うには、後継者自らが「経営者」とし
ての知識を身につけなくてはなりません。事業承継塾では、全 8 回の講義を通じて、後継者
の皆様が「経営者」としての幅広い知識を習得するために、経営戦略、人材戦略、自社の利
益構造の考え方などを、グループワークも交えながら、経験豊富な講師がお伝えします。
■日 時：平成 28 年 5 月 26 日（木）～7 月 15 日（金）計 8 回
■会 場：エッサム神田ホール 1 号館（東京都千代田区神田鍛冶町 3-2-2）
■受講料：無料
■対 象：都内中小企業の後継予定者、または承継後間もない方
■定 員：20 名（定員に達し次第、締め切らせていただきます。
）
■お申込及び詳しくは
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1605/0003.html
■お問い合わせ

（公財）東京都中小企業振興公社 総合支援課 事業承継塾事務局
TEL:03-3251-7882
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】
「2016 年版中小企業白書及び小規模企業白書」セミナー＜中小機構＞
──────────────────────────────────
今回が２回目となる２０１６年版小規模企業白書では、小規模事業者の動向や直面する
課題を分析したほか、支援機関である商工会・商工会議所の経営指導員等の取組や、地域に
おいて小規模事業者が担っている役割等に焦点を当て分析を行っています。また、地域に密
着してたくましく活動している小規模事業者の取り組みについても４４事例紹介していま
す。
本セミナーでは、日々の経営にお役立ていただけるよう、こうした内容をご紹介いただき
ます。
■日 時：平成 28 年 5 月 31 日（火）14：00～16：00
■会 場：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 9 階 9A-9C 会議室（東京都港区虎ノ門
3－5－1 虎ノ門 37 森ビル）
■参加費：無料
■定 員：90 名
■対 象：中小企業経営者、管理者、従業員等、小規模事業者等（全業種）
、中小企業支援
担当者
■お申込及び詳しくは
http://www.smrj.go.jp/jinzai/tokutei/098411.html
■お問い合わせ
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 人材支援グループ 虎ノ門セミナー担当
TEL：03-5470-1645
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】OPIE’16(5/18～5/20)に板橋区ブースを出展します！＜板橋区産業振興公社＞
──────────────────────────────────

5 月 18 日（水）から 20 日（金）まで、パシフィコ横浜で開催される「OPIE’16 レンズ
設計・製造展」に、板橋区ブースを設け出展します。
『光学産業といえば板橋』をテーマに、
区内企業の優れた製品・技術をご紹介します。
■会 期：平成 28 年 5 月 20 日（水）～20 日（金）10:00～17:00
■会 場：パシフィコ横浜

展示ホール B（小間番号：J-2）

■板橋区ブース出展企業：
（１）
（株）アソー
（２）
（有）オルサ
（３）
（株）金門光波
（４）日本特殊光学樹脂（株）
（５）
（株）ユーカリ光学研究所
（６）ユニオン光学（株）
（７）
（株）ルケオ
■板橋区ブースの詳細
URL：http://itabashi-event.jp/
■お問い合わせ
中小企業サポートセンター／（公財）板橋区産業振興公社
電話：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】第 20 回機械要素技術展(6/22～6/24)に板橋区ブースを出展します！＜板橋区産業振
興公社＞
──────────────────────────────────
6 月 22 日（水）から 24 日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「第 20 回機械要素
技術展」に、板橋区ブースを設け出展します。
機械要素・加工技術をテーマとした日本最大級の本展示会へは、今回で 10 回目の出展と
なります。区内企業 18 社が集結しますので、この機会にぜひご高覧ください。
■会 期：平成 28 年 6 月 22 日（水）～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 東４ホール（小間番号：55-34）
■板橋区ブース出展企業：
【製品展示】
（１）
（株）ＡＺテック
（２）
（株）インテリンク
（３）
（株）オーテックシー
（４）
（株）尾崎製作所
（５）技研精機（株）
（６）
（株）グラント
（７）
（株）サーマル
（８）昭和電器（株）
（９）
（株）ソニックテクノロジー
（１０）日本メカニック（株）
（１１）北陸軽金属工業（株）
（１２）
（株）本間製作所
（１３）
（株）松田技術研究所
（１４）
（株）ラヴォックス
【パンフレット展示】
（１）加藤アルミ管切断（株）
（２）
（株）システムズエンジニアリング
（３）トソモ（株）
（４）
（株）美彫社
■お問い合わせ
中小企業サポートセンター／（公財）板橋区産業振興公社
TEL：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】大手ゼネコンジェグテック商談会のご案内＜中小機構＞
──────────────────────────────────
独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）は、大手ゼネコン（35 分野で商談希望）と
中小企業者との商談会を下記のとおり開催します。
是非、この機会にジェグテック商談会をご活用ください。ご参加お待ちしております。
■日 時：平成２８年６月７日(火）

■会 場：中小機構 会議室（東京都港区虎ノ門 3-5-1）
■参加費：無料（事前予約制）
■申込締切：１次締切 平成 28 年 5 月 19 日(木）
最終締切

平成 28 年 5 月 25 日(水）

■申請方法及び詳しくは
URL：http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/098394.html
■お問い合わせ
中小機構 関東本部 販路開拓部マーケティング支援課
担当：打田、武藤
TEL：03-5470-1638
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】板橋区ものづくり企業貸工場家賃補助金のご案内＜板橋区＞
──────────────────────────────────
新たに板橋区で事業を開始、あるいは拡張するために工業系用地地域に工場を賃借するも
のづくり中小企業に対し、工場賃借料の一部を助成します！
■助成対象：
１．区内拡大事業
（1）現工場を移転し工場を賃借する。
※移転後の工場の工場部分の延床面積が、現工場より 100 平方メートル以上増床している
こと。
（2）事業拡大のため、現工場とは別に新たに工場を賃借する。
※工場部分の延床面積の合計を 100 平方メートル以上増床すること。
２．新規立地事業 ※工場部分の延床面積が 100 平方メートル
（1）新たに事業を開始するため、工場を賃借する。
（2）区外から移転し、工場を賃借する。
■補助対象：工場の賃借料
※保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料、公益費、借入に伴う仲介手数料は対象外です。

■助成率・限度額：
1.初年度：補助対象経費の 1/2 以内（限度額 120 万円）
2.翌・翌々年度：補助対象経費の 1/4 以内（限度額 60 万円）
■申請方法及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/076/076336.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
TEL:03-3579-2193 FAX:03-3579-9756
E-mai:sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「女性の活躍促進責任者」設置企業などに奨励金＜東京都＞
──────────────────────────────────
東京都では、中小企業における女性の活躍を支援するため、職場における女性の活躍推進
の中心となる人材に対し、必要な知識を習得する研修を実施し、責任者として設置した企業
に奨励金を支給しています。
■「女性の活躍推進人材育成研修」の実施・奨励金の支給
企業における女性活躍推進の取組事例、社内の制度づくり、実際に企業での取組を進めて
いくために必要な知識を学べる研修を行います。
人材育成研修修了後、社内で中心となって女性の活躍推進を進めていく「女性の活躍推進
責任者」として設置した企業に対し、奨励金を支給します。
（定額 30 万円／1 社）
□対 象：都内中小企業の人事権を持つ管理職等（1 社につき 1 名）
□実施時期：平成 28 年 5 月から 10 月まで
□実施回数：全 16 回予定
□受講料：無料
□定 員：30 名程度/1 回（計 500 名・500 社）

■「フォローアップ研修」の実施・奨励金の支給
上記の人材育成研修修了後、
「女性の活躍推進責任者」として任命された方に対し、自社
の行動計画の策定等さらに取組を進めていくためのフォローアップ研修を実施します。
（平
成 27 年度に人材育成研修を修了し、女性の活躍推進責任者として任命された方も対象とな
ります。
）
フォローアップ研修修了後、
「一般事業主行動計画」を策定し、東京労働局に届け出た後、
従業員向け説明会を実施した企業に対し、さらに奨励金を支給します。
□実施時期：平成 28 年 6 月から 12 月まで
□実施回数：全 8 回予定、1 回 4 時間
□定 員：90 名程度/1 回（計 700 名・700 社）
□受講料：無料
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2016/05/22q59400.htm
■お問い合わせ
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
TEL：03-5320-4645
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「新・展示会等出展支援助成事業-販路拡大サポート事業-」のご案内＜都公社＞
──────────────────────────────────
国内外の展示会等への出展及び新聞・雑誌・Ｗｅｂサイト等への広告掲載に要する経費の一
部を助成します。
■対象者：都内に事業所を持つ中小企業
※その他要件があります。詳細は募集要項でご確認ください。
■助成率・助成限度額：対象経費の 2/3 以内（限度額 150 万）
■受付期間：助成金予算終了まで

■申請方法及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1603/0025.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 助成課
TEL：03-3251-7894・5
E-mail：josei@tokyo-kosha.or.jp
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「
『経営向上』のヒント～中小企業のための『会計』活用の手引き～」のご案内＜中小
企業庁＞
──────────────────────────────────
経済産業省は、｢中小企業の会計に関する基本要領｣（以下「中小会計要領」という。
）を
活用して中小企業の抱える経営課題を可視化するとともに、課題解決に向けた取り組みを
後押しするため、
「
『経営力向上』のヒント～中小企業のための『会計』活用の手引き～」を
作成しました。
■掲載概要：
第 1 章「会計」の活用とは？
1 経営の「困った」を解決
2 会計のメリット
3 「会計」は簡単
第 2 章「会計」を活用する
自社に必要な会計のレベル
第 3 章「会計」の活かし方
Ｌｅｖｅｌ1 資金繰りを安定させる
Ｌｅｖｅｌ2 業績を共有する
Ｌｅｖｅｌ3 部門長に業績責任をもってもらう
Ｌｅｖｅｌ4・5 先を読み、先手を打つ・中長期戦略を全社で共有する
■資料のダウンロード及び詳しくは
URL:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/2016/160510kaikei.htm
■お問い合わせ
中小企業庁財務課
TEL：03-3501-1511(内線 5281～4)

03-3501-5803(直通)
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「中小企業人材活用ハンドブック」のご案内＜中小企業庁＞
──────────────────────────────────
中小企業庁では、中小企業・小規模事業者向け支援策を目的別・窓口別にまとめたハンド
ブックを発行しています。今年 1 月に発行した第 1 弾「輸出支援ハンドブック」が好評をい
ただいているところ、今回、第 2 弾として「人材活用支援ハンドブック」をまとめました。
厚生労働省など広く政府の支援策を紹介した初めての冊子です。ご活用ください。
■資料のダウンロード及び詳しくは
URL:http://www.meti.go.jp/press/2016/05/20160502002/20160502002.html
■お問い合わせ
中小企業庁経営支援課
TEL：03-3501-1763

