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2014 年夏から続いたエルニーニョ現象は 2016 年春に終息、今夏はラ
ニーニャ現象が発生し猛暑となる見込みだとか。自分は大丈夫と思わず、
日ごろから熱中症対策を心がけたいものです。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 50 号です。
今回も助成金や展示会のご案内など経営に役立つ耳寄り情報が満載です。
※本メールは配信専用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】平成 27 年度補正予算｢ものづくり・商業・サービス新展開支
援補助金」2 次公募開始のご案内
◇〆切り 8/24（水）までです。ご申請の準備はお早めに！
＜中小企業庁＞
【2】専門家派遣による申請サポートのご案内
◇ものづくり補助金申請のご相談は、専門家派遣をご利用くださ
い！
＜板橋区公社＞
【3】
「第 20 回いたばし産業見本市」
（11/10、11/11）出展者募集
◇ものづくりの板橋で開催する、ビジネス展示会です！
＜板橋区公社＞
【4】
「板橋区ものづくり企業商談会」（11/10）参加者募集
◇第 20 回いたばし産業見本市と同時開催します！
＜板橋区公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【5】展示会出展支援セミナー「ネット時代の展示会出展」（8/5）
◇業績アップにつながる展示会活用術をお伝えします！
＜板橋区公社＞
【6】
「良い会社」を目指す中小企業のための基礎セミナー

◇人材育成、モチベーション、労働問題をテーマに 3 回連続講座

を実施します！開催間近です！（7/20、8/3、8/24）
＜板橋区公社＞
【7】TOKYO 起業塾 第 2 回「入門コース」（8/27,8/28）
◇起業支援の専門家や起業家が実体験を交えながらお伝えしま
す！
＜都公社＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【8】
「5 区合同ビジネスネット」（10/21）参加者募集
◇製造業の中小企業を対象とした個別商談会を開催します！
＜文京区、練馬区公社、板橋区公社、北区、豊島区、都公社＞
【9】東京都中小企業振興公社 50 周年記念「未来を担う東京の中小
企業市」
（7/28,29）のご案内
◇イベント・セミナー多数開催します。多くの方のご来場をお待
ちしております！
＜都公社＞
【10】展示会「スポーツ産業見本市」
（10/31～11/2）出展企業募集
◇「産業交流展 2016」内で開催します！
＜東京都＞
【11】
「大手ジェグテック商談会(8/8）」参加者募集
◇新しいパートナーに出会えるチャンス！
＜中小機構＞
【12】WEB 展示会「新価値創造 NAVI」のご案内
◇展示会なのに出展無料!?海外も視野に発信します！
＜中小機構＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【13】≪最終回≫第 5 回成長産業等設備投資特別支援助成事業
◇中小企業がさらなる成長を実現するための設備投資を支援します！
＜都公社＞
【14】平成 28 年度都内中小企業等向け助成事業説明会のご案内
◇製品開発や販路開拓等の取組にかかる経費の一部を助成します！
＜都公社＞
【15】
「受発注型中小企業競争力強化支援事業助成金」第 2 回募集
◇技術開発に要する経費の一部を助成します！

＜東京都中央企業団体中央会＞
▼その他―――――――――――――――――――――――
【16】板橋区 若者就職サポート事業 受入企業募集
◇人材採用をお手伝いします！派遣就労中は、採用コストゼロで
す！
＜板橋区＞
【17】英国の EU 離脱問題により影響を受ける中小企業への緊急
対応についてご案内
◇情報提供や経営相談を実施中です！
＜東京都＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】平成 27 年度補正予算｢ものづくり・商業・サービス新展開支
援補助金」2 次公募開始のご案内＜中小企業庁＞
────────────────────────────
中小企業庁では、平成 27 年度補正予算において、革新的なサー
ビス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規
模事業者の設備投資等の経費の一部を補助する事業「ものづくり・
商業・サービス新展開支援補助金」の 2 次公募を行います。
■対象者：認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小
企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれかを満たす者。
（１）革新的サービス・ものづくり開発支援
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示さ
れた方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの
改善であり、3～5 年で、
「付加価値額」年率 3%及び「経常利益」年
率１%の向上を達成できる計画であること。または「中小ものづく
り高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な
試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画
であること。
（２）交付決定日から平成 28 年 12 月 31 日（土）までに申請事業
（発注、納入、検収、支払等のすべての事業手続き）を終了するこ
と。
■補助率：対象経費の 3 分の 2 以内
■補助上限：
（１）一般型
1000 万円
中小企業が行うサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善

に必要な設備投資等を支援。
※一般型においては、7 月 1 日施行「中小企業等経営強化法」に
基づく経営力向上計画に認定された事業者等に対して、審査にお
いて加点があります。
（２）小規模型 500 万円
小規模な額で行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロ
セスの改善を支援。
■申込期限：平成 28 年 8 月 24 日（水）まで（当日消印有効）
■採択予定件数：全国で概ね 100 件程度
■採択発表：平成 28 年 10 月上旬（予定）
■申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyochuokai.or.jp/flash/1234-27.html
■お問合せ
東京都地域事務局 東京都中小企業団体中央会
TEL:03-6264-7545
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】専門家派遣による申請サポートのご案内＜板橋区公社＞
────────────────────────────
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金の二次公募が始
まっています。今年度最後のチャンスとなりますので、申請のご
相談は、ぜひ専門家派遣をご利用ください。事前の準備次第で採
択される可能性が高まります！
■対 象：板橋区に本社または事業所を置く中小企業・小規模事
業者
■費 用：無料（1 社年間 3 回まで）
※今年度、すでに 3 回ご利用されている方は対象になりませんの
でご注意ください。
■派遣者：中小企業診断士
■お申込及び詳しくは

URL: http://itabashi-kohsha.com/archives/1853
■お問合せ
（公財）板橋区産業振興公社/中小企業サポートセンター
経営支援グループ
TEL：03-3579-2175
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
「第 20 回いたばし産業見本市」出展者募集＜板橋区公社＞
────────────────────────────
都内有数の工業集積地である板橋区で開催する、製造業のため
の産業展示会です。
おかげさまで第 20 回を迎え、今回も充実した企画と出展効果
向上サポート、さらなる来場者増加のための広報など出展者の皆
様のビジネスを応援します。
■日 時：平成 28 年 11 月 10 日（木）10：00～18：00
11 月 11 日（金）10：00～17：00
■会 場：板橋区立東板橋体育館（板橋区加賀 1-10-5）
■開催規模：出展企業・団体数 約 120 社・団体（予定）
来場者数約 2,500 名（予定）
■出展料：展示小間（約 4 ㎡/W2m×D2m）
板橋区内企業：15,000 円
区外企業
：20,000 円
ミニ展示（約 0.5 ㎡/W1m×D0.5ｍ）
板橋区内企業：3,000 円
区外企業
：4,000 円
■出展者特典
（１）出展効果向上のためのセミナーを開催
（２）会場内ステージでプレゼンテーションを実施
（３）出展者が一堂に会する懇親会の実施
■申込期限：平成 28 年 8 月 31 日（水）
■申込方法
「いたばし産業見本市」ホームページの「出展申込フォーム」よ
り必須事項を入力してください。
※インターネットの環境が無い場合は、ご相談ください。

URL:http://www.itabashi-iie.jp/
■お問合せ
いたばし産業見本市実行委員会事務局
（
（公財）板橋区産業振興公社内）
TEL:03-3579-2191
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「板橋区ものづくり企業商談会」のご案内＜板橋区公社＞
────────────────────────────
板橋区で開催する製造業を対象とした個別商談会です。受注側
は技術・製品の特長や自社の強みの PR に、発注側は将来的な案
件も含め、この機会をぜひご活用ください。
■日 時：平成 28 年 11 月 10 日（木）13:00～
■会 場：板橋区立東板橋体育館
■対 象：製造業（光学、精密関連、鉄鋼、化学、印刷、健康、
環境など）
■内 容：受発注案件の商談、招致企業に対する技術提案や
PR、企業間のネットワーク構築を目的とした個別面談
■参加費：1 社 2,000 円
※発注側として参加する企業/板橋区に本社・事業所がある企業
は無料
■申込期限：平成 28 年 8 月 31 日（水）まで
■お申込方法
「いたばし産業見本市ホームページ」内の「板橋区ものづくり企
業商談会」のページをご覧ください。
※インターネットの環境が無い場合は、ご相談ください。
URL：http://www.itabashi-iie.jp/
■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
事業第１グループ
TEL：03-3579-2192
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】展示会出展支援セミナー「ネット時代の展示会出展」
＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
展示会を知り尽くした専任講師が、とっておきの展示会活用術

をお教えします。
展示会に参加を予定している、または検討している企業のご担当
者さま必見の内容です。
■日 時：平成 28 年 8 月 5 日（金）
15:30 ～ 17:00 (開場 15：00 ～ ）
■会 場：ハイライフプラザいたばし A ホール
（板橋区板橋 1-55-16）
■定 員：50 名（申込順）
■対 象：展示会出展に関心のある方
■申込期限：平成 28 年 8 月 1 日（月）まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.itabashi-iie.jp/seminar/
■お問合せ
いたばし産業見本市実行委員会事務局
（
（公財）板橋区産業振興公社内）
TEL:03-3579-2191
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「良い会社」を目指す中小企業のための基礎セミナー
＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
板橋区では、経営者が社員の「働きがい」を高め、また、「働
きがい」を感じる社員が集い、良好な業績を上げている優良企業
を「いたばし働きがいのある会社賞」として、表彰しています。
本年度は、募集前の事前講座として、３名の先生方をお招きし
て、
「人材育成」
、
「モチベーション」
、
「労働問題」をテーマにご
講義いただきます。
業種を問わず、社内を元気にしたい方、社員を育てその力を伸
ばしたい方、他社の実践を参考にしたい方にお勧めしたい講座で
す。是非ご参加ください。
■日 時：
平成 28 年 7 月 20 日（水）
、8 月 3 日（水）、8 月 24 日（水）
（3 回連続講座） 全日 18:30～21:00（開場 18：00）
■内 容：
第 1 回 平成 28 年 7 月 20 日（水）
テーマ 100 年企業への理念共有と人財共育ＰＤＣＡ

講 師 2011 年度日本経営品質賞受賞企業
株式会社ねぎしフードサービス
人財共育部長 石野 直樹 氏
第 2 回 平成 28 年 8 月 3 日（水）
テーマ 仕事を通じたココロのセミナー
講 師 第 3 回いたばし働きがいのある会社賞受賞企業
株式会社セブンフード
代表取締役 木村 隆彦 氏
第 3 回 平成 28 年 8 月 24 日（水）
テーマ 相談事例から学ぶ労働契約法・労働基準法
講 師 東京都社会保険労務士会 板橋支部
支部長 河野 直次 氏
■会 場：ハイライフプラザいたばし（板橋区板橋 1-55-16）
■対 象：企業経営者、総務・人事担当者
■参加費：\6,000 ※1 社 2 人目からは\3,000
■定 員：40 名（先着順）
■お申込み方法
URL:http://itabashi-kohsha.com/wpcontent/uploads/2016/06/7e72513ec7d133a7ead2a2cc73c396e4.pdf
から申込書をダウンロードし、下記お問合せ先へ FAX または Email にてご提出ください。
■お問合せ先
（公財）板橋区産業振興公社/中小企業サポートセンター
事業第２グループ
TEL：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
E-mail：jshien@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】TOKYO 起業塾 第 2 回「入門コース」＜都公社＞
──────────────────────────────
入門コースは、起業がどのようなものかが学べるセミナーです。
現在の環境や準備すべきこと、さらに起業アイデアの発送方法等
を起業支援の専門家や起業家が実体験を交えながらお伝えします。
どんなビジネスを始めるかが決まっていない方や、起業に関し
て不安をお持ちの方も安心してお申込みください。

■

日 時：平成 28 年 8 月 27 日（土）13：00～16：30
28 日（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
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9）

■

対 象：東京都内在住の起業に関心がある方、又は都内での起
業に関心が有る方

■

受講料：3,000 円

■

定 員：100 名（定員に達し次第、受付終了。
）

■

申込期限：平成 28 年 8 月 19 日（金）

■

お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/sogyo/kigyojuku/
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社
TEL：03-5822-7230
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「5 区合同ビジネスネット開催」のご案内＜文京区、練馬区
公社、板橋区公社、北区、豊島区、都公社＞
─────────────────────────────
「ビジネスネット」は、文京区・練馬区・板橋区・北区・豊島区・
（公財）東京都中小企業振興公社の共催による受発注商談会です。
受発注取引の拡大を目的に実施しており、5 区内外を問わず、多
くの企業の皆様にご参加していただいております。
■日 時：平成 28 年 10 月 21 日（金）13：00～17：15
■会 場：文京シビックホール 小ホール
（東京都文京区春日 1-16-21）
■対 象：製造業の企業（医療・印刷・精密・化学・環境・健康・
鉄鋼・電気など）
■内 容：事前マッチングによる個別商談会
■参加費：2,000 円 ※発注企業は無料
■申込期限：平成 28 年 8 月 5 日（金）まで
■申込及びお問い合わせ

文京区 経済課 産業振興係
TEL：03-5803-1173
E-mail：b-kigyoshien@city.bunkyo.lg.jp
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【9】東京都中小企業振興公社 50 周年記念「未来を担う東京の中
小企業市」のご案内＜都公社＞
──────────────────────────────
公益財団法人東京都中小企業振興公社は、平成 28 年 7 月に設
立 50 周年を迎えます。50 周年を迎えるに当たりまして、成長産
業に取り組む都内の優れた中小企業を PR し、その販路開拓に貢
献するための「未来を担う東京の中小企業市」を２日間にわたり
開催いたします。皆様のご来場をお待ちしております。
■開催期間

平成 28 年 7 月 28 日（木）～29 日（金）
10：00～17：00

■会

東京都立産業貿易センター台東館 6・7 階展示室

場

■出展企業

100 社

■出展分野

「機械・金属」
「医療・健康」
「ＩＴ」
「危機管理・防災」
「環境・エネルギー」の５分野

■入場費用

無 料

■同時開催イベント
・台東区産業フェア（台東区主催）
・伊藤元重教授による記念講演
・中小企業経営者 4 名によるパネルディスカッション
・現代に活きる伝統工芸士展
・出展者プレゼンテーション
他セミナー、交流会、イベントを多数開催いたします。
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/50th_anniversary/index.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 50 周年記念事業
電話番号：03-4540-6362 FAX：03-6685-4672
E-mail：t-kosha50th@event-supporter.jp

運営事務局

▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【10】展示会「スポーツ産業見本市」出展企業募集＜東京都＞
───────────────────────────────

オリンピック・パラリンピック準備局では、今年度から、中小
企業による国内最大級の産業見本市である「産業交流展 2016」
において、2020 年に向けスポーツ関連分野の技術開発や製品の

普及などを促進し、都民のスポーツ活動の推進を加速させるため
に、
「スポーツ産業見本市」を実施します。
■日 時： 平成 28 年 10 月 31 日（月）～11 月 2 日（水）
10 時 00 分～18 時 00 分（最終日のみ 17 時 00 分終了）
■会 場：東京ビッグサイト「産業交流展 2016」内
■出展対象：スポーツに関連する事業を実施している企業
・ウエアラブル端末等スポーツに関する ICT 関連の企業
・高機能ウエア・繊維等関連の企業
・スポーツに関連するファッション・メイク関連の企業
・障害者スポーツ用具（義足・車いす等）関連の企業
・上記以外のスポーツ関連企業
■募集予定数：40 社程度
■募集期間：平成 28 年 8 月 10 日（水）まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2016/06/22q6t100.htm
■お問い合わせ
東京都 オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部調整課
TEL:03-5320-7723
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】
「大手ジェグテック商談会」開催＜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、医療機
器・精密機器・加工等を手がける大手企業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：2016 年 8 月 8 日(月）
■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：最終締切 2016 年 7 月 22 日(金）
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/098645.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、平井、武藤
TEL：03-5470-1638
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】WEB 展示会「新価値創造 NAVI」のご案内＜中小機構＞
────────────────────────────
ウェブサイトにおける通年開催の展示会「新価値創造ＮＡＶ
Ｉ」が創設されました。
国内の製品企画担当者・バイヤーに強力に訴求できるだけでな
く、英語版併設のこのウェブサイトを活用することで、世界に向
けて皆様の強みを発信することが出来ます。
皆様の新たな未来開拓を後押しする、中小企業のためのマッチ
ング・ポータルサイト「新価値創造 NAVI」を、ぜひご活用くだ
さい。
■出展対象：自らの製品・技術・サービスを保有する中小企業・
ベンチャー企業であって、ウェブサイトに自らの製品等を出展す
ることでビジネスマッチングを希望する者。
■出展費用：無料
(登録や利用にかかわる費用、その他、初回掲載時に係る作業
料・翻訳料は無料です)
■掲載期間：平成 28 年度申込みの「新価値創造ＮＡＶＩ」掲載
期間は、登録内容を事務局が承認したときから平成 29 年 3 月 31
日までとします。
■お申込及び詳しくは
URL:http://shinkachi.smrj.go.jp/navi/
■お問合せ
中小機構 新価値創造展 事務局
TEL：03-5148-6672
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】≪最終回≫第 5 回成長産業等設備投資特別支援助成事業
＜都公社＞
─────────────────────────────
成長産業分野での事業展開に必要となる機械設備や付加価値の
向上などを目指すために必要となる先端機械設備の新たな導入に
要する経費の一部を助成しています。
なお、当事業は平成 26 年度からの 3 ヶ年事業として実施して
おり、今回の募集が最終回となります。皆様のご申請をお待ちし
ております。
■助成対象者：東京都内に登記簿上の本店または支店があり(個

人にあっては都内で開業届出をして事業を営んでいる者)、平成
28 年 10 月 1 日現在で 2 年以上事業を継続している中小企業者等
■助成率及び助成限度額：
・中小企業者、中小企業団体等
対象経費の 1/2 以内
（助成限度額 1 億円、助成下限額 100 万円）
・小規模企業者[※製造業･その他:従業員数 20 人以下、商業･サ
ービス業:従業員数 5 人以下]
対象経費の 2/3 以内
（助成限度額 3,000 万円、助成下限額 100 万円）
■助成対象経費：
機械設備（試験測定機器を含む）等の購入経費のうち、都公社が
必要かつ適切であると認めた必要最低限の経費
■助成対象期間：
平成 28 年 10 月 1 日から最長平成 30 年 6 月 30 日まで
（1 年 9 か月以内）
※助成対象設備等の購入契約は平成 28 年 10 月 1 日以降であれば
可能ですが、助成対象設備等の 導入（納品）は助成金の交付決
定後に行う必要があります。
■お申込方法：募集要項の公表及び事業説明会の参加申込の開始
は、9 月中旬を予定しています。
■詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/seicho.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社
企画管理部 設備リース課 特別支援担当
TEL：03-3251-7884
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】平成 28 年度都内中小企業等向け助成事業説明会＜都公社＞
─────────────────────────────
この度、2 事業の助成事業説明会を以下のとおり開催いたしま
す。是非ご参加ください。
■開催日：平成 28 年 8 月 17 日（水）～24 日（水）
■時間割：13：00～14：00 成長産業分野の海外展開支援事業
14：00～16：00 次世代イノベーション創出プロジェ
クト 2020 助成事業
※成長産業分野の海外展開支援事業は 18 日（木）及び 22 日
（月）のみ実施します。

※18（木）
、22 日（月）以外は 14：00 より開始となります。
■開催概要：
１．成長産業分野の海外展開支援事業
助成率：2 分の 1 以内
助成限度額：300 万円
助成対象期間：1 年 3 ヶ月以内
２．次世代イノベーション創出プロジェクト 2020 助成事業
助成率：3 分の 2 以内
助成限度額：8,000 万円
助成対象期間：4 年以内
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1606/0018.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・7895
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「受注型中小企業競争力強化支援事業助成金」
第 2 回募集＜東京都中小企業団体中央会＞
────────────────────────────
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・サービスの向上・高付加価値化に向
けた技術開発の取組を支援いたします。
■対 象：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
企業等（会社・個人事業者・組合等）
■対象事業：
ものづくり区分：本事業で指定する「ものづくり基板技術」を用
いて、自社の技術力の高度化や高付加価値化に向けた技術開発
を行うもの
受託サービス区分：本事業で指定する「受託サービス類型」に該
当し、自社のサービスの高度化や高付加価値化に向けた技術開
発を行うもの
■助成率：助成対象経費の 2/3 以内
■助成限度額： 1,500 万円
■対象経費：現材料、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、技術指導受入れ費、展示
会出展・広告費等

■事前エントリー期間：平成 28 年 7 月 22 日（金）まで
※事前エントリーをされていない場合、申請書類の提出は出来
ませんのでご注意ください。
■申請書類提出期間： 平成 28 年 8 月 1 日（月）～8 月 5 日（金）
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.tokyochuokai.or.jp/flash/34-flash-past/flash-2016/1111-28-1.html
■お問い合わせ
東京都中小企業団体中央会
TEL：03-6278-7936

支援事務局

▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】板橋区 若者就職サポート事業 受入企業募集＜板橋区＞
──────────────────────────
長引く不況の低迷等により正規雇用の機会を失った方に対し、
研修と就労の機会を提供することにより、正規雇用として就職
に結びつけるとともに、区内中小企業等の人材確保を支援しま
す。
若手人材の不足に悩まされながらも、採用にコストも時間も掛
けられない多くの中小企業様は、ぜひ本プロジェクトをご検討く
ださい。
■概 要
板橋区からの受託事業としてヒューマンタッチ株式会社が運営
し、紹介予定派遣の仕組みを利用して求職者と受入企業とのマッ
チングを行います。
就労ノウハウはヒューマンタッチ株式会社が提供するため安心
して受入れが可能、採用可否をじっくり見極めることができます。
■応募条件：板橋区内に活動拠点を有する中小企業
（製造業、建設業、卸売・小売業、飲食店（風営法に係わる遊興
飲食店当を除く）
、サービス業）
■対象となる方：板橋区に在住する 40 歳未満の求職者
■実施期間：派遣就労期間
平成 28 年 7 月中旬以降～平成 29 年 1 月 31 日のうちの 1～2 ヶ月
原則 5 日 １日 8 時間以内
■募集期間：平成 28 年 11 月末まで
■参加費：無料

※派遣就労中はヒューマンタッチが求職者を雇用し、賃金を支払
うため、採用コストの負担は一切ありません。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/045/045075.html
■お問い合わせ
【事業の内容、参加申込について】
ヒューマンタッチ株式会社
TEL：03-6388-0115
※板橋区若者就職サポート事業の専用ダイヤルです。
【事業全体について】
板橋区産業振興課産業支援グループ
Tel：03-3579-2172
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【17】英国の EU 離脱問題により影響を受ける中小企業への緊急
対応についてご案内＜東京都＞
─────────────────────────────
英国における EU からの離脱問題に伴い、世界の為替・金融市
場の大幅な変動やそれに伴う急激な円高が進行し、都内中小企業
の経営に影響を及ぼすおそれがあります。
こうした状況に対応するため産業労働局では、都内中小企業に
対する情報提供や経営相談への対応など、以下のとおり緊急対応
を実施します。
■都内中小企業に対する情報の提供
都や（公財）東京都中小企業振興公社のホームページ等におい
て、英国の EU 離脱問題に関連する情報のほか、東京都や国、そ
の他各機関が実施している支援策等に関する情報を提供します。
≪東京都産業労働局ホームページ≫
URL:http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/teikyo/index.html
≪（公財）東京都中小企業振興公社ホームページ≫
URL:http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1606/0019.html
≪ビジネスチャンス・ナビ 2020≫
URL:https://www.sekai2020.tokyo/bcn/
【お問合わせ】
：東京都産業労働局 商工部 経営支援課
TEL：03-5320-4783
■「緊急相談窓口」の開設
（公財）東京都中小企業振興公社において、英国の EU 離脱問
題に伴う急速な円高への対応等に苦慮している都内中小企業向け
に、専門家による無料相談を実施します。

また、海外展開に関する相談は、貿易実務に精通した専門相談
員が対応します。
・開設期日：平成 28 年 6 月 29 日（水曜）から
・相談窓口：
（公財）東京都中小企業振興公社
【資金繰りや経営に関する相談】
開設時間：平日 9 時 00 分～17 時 00 分
総合支援部総合支援課
住
所：千代田区神田佐久間町 1-9
東京都産業労働局秋葉原庁舎 4 階
TEL：03-3251-7881
【海外展開に関する相談】
開設時間：平日 9 時 00 分～16 時 00 分
事業戦略部国際事業課
住
所：千代田区神田和泉町 1-13
住友商事神田和泉町ビル 9 階
TEL：03-5822-7241
■都内中小企業の資金繰りに関する金融機関への要請
本日、東京都中小企業制度融資を取り扱う金融機関に対し、都
の制度融資メニュー等を積極的に活用し、都内中小企業の実情を
踏まえたきめ細かな対応を図ることによる、円滑な資金供給への
協力を要請します。
【お問合せ】
：東京都労働産業局 金融部 金融課
TEL:03-5320-4876

