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今年から、8 月 11 日は国民の祝日「山の日」になりました！
「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」日という意味がある
そう。自然の涼を求めて、少し遠出もいいかもしれません。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 51 号です。
今回も助成金やセミナー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】ものづくり研究開発連携センター「研究開発室」の入居企業募集
◇〆切り 8/19（金）までです。ぜひご検討ください！
＜板橋区＞
【2】第 10 回板橋青年優秀技能者・技術者表彰 募集
◇板橋のモノづくりを担う優れた若手技能者・技術者を表彰します！
＜東京商工会議所板橋支部＞
【3】平成 28 年度「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」公募開始
◇企業価値向上につながった事例の積極的な応募をお待ちしており
ます！
＜経済産業省＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】赤外線の基礎と利用技術（8/26）
◇赤外線の基礎～応用、最近の動向まで取り上げ解説します！
＜板橋区、北区、都産技研＞
【5】人材定着セミナー（全 4 回シリーズ） 第１回セミナー
基調講演『中小企業経営者とこころの健康学』
（8/19）

◇「こころの健康学」第一人者である講師にお話いただきます！
＜都公社＞
【6】新サービススクール“チャレンジ TOKYO”開講記念（8/26）
生産性・付加価値向上を目指す！！「サービスの基本」セミナー
◇新たなサービスの創出や製造業におけるサービス分野への展開
をお考えの皆様、ぜひご参加ください！
＜都公社＞
【7】FineWorker10 周年記念講演会「日本でいちばん大切にした
い会社～人を大切にする経営が人を育てる～」（9/16）
◇「日本でいちばん大切にしたい会社」の著作で知られる講師が、
中小企業の人材育成について講演します！
＜東京商工会議所＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【8】
「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＞
【9】
「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＞
【10】被災県等中小企業ビジネス革新支援事業
｢サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ｣
技術ニーズ説明会（9/15）
＜都公社＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【11】≪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＞
【12】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＞
【13】第 2 回外国特許出願費用助成事業の公募及び知的財産関連
助成事業説明会開催のご案内
◇専門家が外国へ出願する際の手続きを解説します！

＜都公社＞
【14】
「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＞
【15】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＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】ものづくり研究開発連携センター「研究開発室」の入居企業募集
＜板橋区＞

──────────────────────────────
板橋区では中小企業の高度化を支援するため、板橋区立ものづく
り研究開発連携センター第一ビル（旧第一工場ビル）にて、研究開
発室を新設し入居企業を募集します。
■研究開発室の特徴
製品化し売上を立てるまで時間のかかる研究開発型企業を対象と
して想定し、入居当初は使用料を低く、その後 3 年ごとに高くなる
傾斜賃料を設定しています。
部屋は従来会議や集会用に使われていたものを改装しており、空
調や水道設備を新設いたしました。耐荷重や防音性能の面では一般
的なオフィスと同等の性能ですので、大型の機器を使用される方は
お申込みの前に必ずご相談ください。
■募集中の研究開発室
5 階 5-C（41.08 ㎡）
■入居要件
（1）新技術や高度な知識を軸に創造的・革新的・先端的な研究開発
活動を、研究開発室で行うこと
（2）製造業又は主に製造業に関係する業務を行う業種を営んでいる、
又は新たに営もうとする個人又は法人であること
（3）中小企業基本法に規定する中小企業者（以下「中小企業者」
）
であること
（4）事業税、都道府県民税、区市町村民税を滞納していないこと
（5）組合形式又はこれに類する形式により企業の支配を目的とせ
ず投資事業を行うものを除いて、中小企業者以外の企業の出資比率
が 50％を超えていないこと
（6）別紙記載の審査基準における最低得点を満たすこと

（7）現に工場ビルの使用承認を受けていないこと
（8）他の工場ビル使用者の操業や近隣住民の生活に支障をきたす
恐れがないこと
■入居決定までの流れ
研究開発室の入居者の決定は、当該研究開発室の使用を希望する
方のうち、審査において最低得点を上回る点数を得たうえで、入居
者として最も適当とされた方を部屋ごとに決定します。
その後、他の工場施設と同様の審査を経て入居決定となります。
■募集期間
平成 28 年 8 月 19 日（金）まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/039/039996.html
■お問合せ
板橋区産業経済部産業振興課 産業支援グループ
TEL：03-3579-2172
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】第 10 回板橋青年優秀技能者・技術者表彰 募集
＜東京商工会議所板橋支部＞
──────────────────────────────
東京商工会議所板橋支部では、
「技能者・技術者としての誇り
と意欲の高揚」
、並びに「将来の板橋区の産業基盤を支える後継
者として一層の技能・技術向上の促進」を図ることを目的に、板
橋区の精密光学機器製造業・印刷業等に従事する優れた青年技能
者・技術者を表彰しています。
奮ってのご応募をお待ちしております！
■表彰の対象となる技術者・技能者
板橋区内において精密光学機器製造業・印刷業等を営む企業
（板橋区内に本社、工場、事務所等を有する企業。東京商工会議
所会員・非会員を問わない）に所属し、 当該企業から推薦され
た者で、以下の内容全てに該当する者。
○当該技能・技術において、その者の有する技能・技術が、他の
青年技能者・技術者に比して極めて優れていること。
○将来にわたり当該事業に従事し、板橋区の産業基盤を支える技
能者・技術者としての活躍が期待されること。
○勤務実績、日常行為等において、他の青年技能者・技術者の模
範と認められること。
○以下のいずれかに該当すること。
(1)作業の安全に努め、生産性の向上に著しく寄与しているこ
と。

(2)新技法の開発または新製品等の開発を支え、特に顕著な功績
があること。
○平成 29 年 3 月 31 日現在において、原則として当該企業に勤務
して 5 年以上経過し、年齢が 40 歳以下の者であること。
○勤務地が国内であること（国籍は問わない）
。
■表彰対象：30 名以内（委員会の議により決定します）
■表彰式：東京商工会議所板橋支部「新年賀詞交歓会」において
表彰式を執り行います。
（平成 28 年度は平成 29 年 1 月 30 日開催予定です。）
■募集期間：平成 28 年 8 月 1 日（月）～10 月 31 日（月）
■お申込及び詳しくは
URL: https://www.tokyo-cci.or.jp/itabashi/seinen/about/
■お問合せ
東京商工会議所板橋支部
TEL：03-3964-1711
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】平成 28 年度「新・ダイバーシティ経営企業 100 選」公募
開始＜経済産業省＞
─────────────────────────────
経済産業省は、
「ダイバーシティ経営によって企業価値向上を
果たした企業」を表彰する「ダイバーシティ経営企業 100 選」
（経済産業大臣表彰）を平成 24 年度から実施しています。
この度、平成 28 年度の公募を開始しましたのでご応募お待ち
しております。
■表彰対象
企業規模に関わらず、
「多様な人材の活躍を促し、企業価値向
上につなげる」取組を行った企業は、全て表彰の対象です。
また、今後広がりが期待される分野を、重点テーマとして設定
し、広く募集します。今年度の重点テーマは、
（1）長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の推進
（2）経営層への多様な人材の登用
（3）グローバルビジネスの展開における外国人の活躍
です。
■応募要件
原則として民間企業（株式会社、合名会社、合資会社、合同
会社、NPO 法人等）であること。
※応募対象外の例：社会福祉法人、医療法人、学校法人、各種

協同組合 など
○応募時点までの過去 1 年間において、労働関連法令等に関して
重大な違反がないこと。
○反社会的勢力とのつながり等、社会通念上表彰にふさわしくな
いと判断される問題がないこと。
○労働関連基準を満たすこと
（中小企業の場合、下記のいずれか一方は満たしていること）
※一月当たりの労働者の平均残業時間が 80 時間以上でないこと
※年次有給休暇取得率が 25％でないこと
■応募期間：平成 28 年 9 月 14 日（水）17：00 まで必着
■応募及び詳しくは
URL: http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/index.html
■お問合せ
経済産業省 経済産業政策局 経済社会政策室
担当： 関・小西
TEL：03-3501-0650
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】赤外線の基礎と利用技術＜板橋区、北区、都産技研＞
──────────────────────────────
赤外線技術はエアコン・電子レンジなどの家電製品をはじめ、
人体検知、自動車の安全性・快適性評価のセンサから、気象や
天文観測、火山活動観測などのリモートセンシングまで、さま
ざまな分野で利用されています。
加えて、近赤外線を利用して人の健康状態を非侵襲、非接触
で計る生体計測、遠赤外線を利用した食物・穀物、海産物など
の加熱・乾燥や半導体関連装置への応用などが注目されています。
本セミナーでは、日々進歩している赤外線について基礎から
応用、最近の技術動向や研究動向まで取り上げ、解説します。
■日 時：平成 28 年 8 月 26 日（金）13：00～17：20
■会 場：板橋区立グリーンホール 601 会議室
（東京都板橋区栄町 36-1）
■受講料：2,200 円
■対 象：原則として都内中小企業の方
（都外の方でも東京に本社、事務所等があれば受講できます）
■申込期限：平成 28 年 8 月 19 日（金）まで

（定員を超えた場合は期日前に締め切ることがあります。）
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.iri-tokyo.jp/seminar/index.html
■お問合せ
（地独）東京都立産業技術研究センター
技術経営支援室 技術振興係
TEL：03-5530-2308
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】人材定着セミナー（全 4 回シリーズ） 第１回セミナー
基調講演『中小企業経営者とこころの健康学』（8/19）
──────────────────────────────
中小企業経営者にとって「人材定着」は大きな経営課題の一つ
ではないでしょうか。
定着向上に向けた諸施策に努めながら、経営者として従業員に
いかに向き合えば良いのか。彼らは企業の従業員である前に、
”こ
ころ”を持ち、ストレスを抱える一人一人の人間である。
「こころ
の健康学」はこうした本来の人間に対する基本的理解と姿勢の大
切さを示唆します。
■日 時：平成 28 年 8 月 19 日（金）
14:00～16:30（受付 13:30～）
■会 場：秋葉原 UDX4 階 ギャラリーネクスト Next-3
（東京都千代田区外神田 4-14-1）
■募集人数：50 名（先着順）
■参加費：無料
■講演のポイント
働く人たちの「こころの健康」は企業の生産性を高めるために
も重要です。日本経済新聞に 10 年以上にわたり「こころの健康
学」を毎週執筆してきた経験と専門とする「認知行動療法」の知
識をもとに、ストレスを理解して、職場の「こころの健康」を高
めるコツについてお話しします。
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1607/0005.html
■お問い合わせ
（公財）東京都中小企業振興公社 企業人材支援課
TEL：03-3832-3675

▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】新サービススクール“チャレンジ TOKYO”開講記念
生産性・付加価値向上を目指す！！「サービスの基本」セミナー
＜都公社＞
──────────────────────────────
本セミナー第 1 部は、サービスの基本について学んでいただく
入門的な内容です。新たなサービスの創出や製造業におけるサー
ビス分野への展開をお考えの皆様（業種は問いません）は奮って
ご参加ください。
第 2 部はスクールの概要やカリキュラム等について講師による
説明会を開催します。
■日 時：平成 28 年 8 月 26 日（金）
第 1 部 14：00～15：30（受付開始 13：30～）
第 2 部 15：45～16：20
■会 場：秋葉原ＵＤＸ 6Ｆカンファレンス タイプＦ
（東京都千代田区外神田 4-14-1）
■対象者：全業種対象
新たなサービスを創りたいと考えている方
製造業でサービス化を検討している方
サービスに関心がある方
■募集人数：50 名
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1607/0004.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 企業人材支援課
TEL:03-3832-3675
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】FineWorker10 周年記念講演会「日本でいちばん大切にしたい
会社～人を大切にする経営が人を育てる～」＜東京商工会議所＞
──────────────────────────────
板橋区の精密光学機器製造業・印刷業等に従事する優れた青年
技能者・技術者を表彰する「板橋青年優秀技能者・技術者表彰事業」
、
通称：Fine Worker（ファイン・ワーカー）が本年度 10 周年を迎え
ました。これを記念し特別講演会を開催いたします。
■日 時：平成 28 年 9 月 16 日（金）14：00～15：30

■会 場：ホテルメトロポリタン 2F「曙」
（豊島区西池袋 1-6-1）
■講 師：坂本 光司 氏
（法政大学大学院政策創造研究科教授）
■申 込：定員 150 名
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL: http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-72249.html
■お問合せ
東京商工会議所 板橋支部
TEL: 03 -3964 -1711
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「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）
TEL:03-3579-2191
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「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 事業第１グループ
TEL：03-3579-2192

▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】被災県等中小企業ビジネス革新支援事業
｢サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ｣
技術ニーズ説明会＜都公社＞
────────────────────────────
オーラルケア分野で第一線の企業であるサンスターが、新たな
商品開発に活用できる技術・ノウハウを広く募集します。
サンスターが求める技術ニーズに対し、技術提案ができる可能
性・意欲をお持ちの企業、大学、研究所等の方は、この機会に、
ぜひご参加ください。
■日 時：平成 28 年 9 月 15 日（木）13:30～16：30（予定）
■会 場：東京都中小企業振興公社 3F 第 1 会議室
（千代田区神田佐久間町 1-9）
■内 容：
Ⅰ「サンスター・オープンイノベーション・チャレンジ」
技術ニーズ説明会
（1）サンスターの企業概要説明
（2）サンスターの技術ニーズ説明
（3）提案（応募）方法についての説明
（4）質疑応答
Ⅱ 名刺交換会
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1607/0018.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課 稲葉・岡田
TEL：03-3251-7883
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】≪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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】第 2 回外国特許出願費用助成事業の公募及び知的財産関連
助成事業説明会開催のご案内＜都公社＞
────────────────────────────
東京都及び公益財産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、
「外国特許出願費用助成事業」の本年度第２回目
（年２回実施）の公募に併せて、助成事業に関する説明会を開催い
たしますのでお知らせいたします。
また、随時募集で実施している「外国商標出願費用助成事業」等
の下記の助成事業についてもご説明いたします。
■説明会概要
（1）平成 28 年 8 月 26 日（金）13:30～14:50(受付 13：00～)
『外国出願戦略セミナー』
（出展手続き中心）
会場：東京都中小企業振興公社多摩支社 2 階大会議室
（東京都昭島市東町 3-6-1）
（2）平成 28 年 8 月 29 日（月）15：00～17：00（受付 14：50～）
『助成金説明会』
会場：東京都中小企業振興公社 3 階第 1 会議室
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9）
■助成金概要

１．外国特許出願費用助成事業
助成額：助成対象経費の２分の１以内、限度額３００万円
受付期間：平成 28 年 9 月 26 日（月）～10 月 7 日（金）
２．外国実用新案出願費用助成事業
助成額：助成対象経費の２分の１以内、限度額６０万円
受付期間：随時募集
３．外国意匠出願費用助成事業
助成額：助成対象経費の２分の１以内、限度額６０万円
受付期間：随時募集
４．外国商標出願費用助成事業
助成額：助成対象経費の２分の１以内、限度額６０万円
受付期間：随時募集
５．外国侵害調査費用助成事業
助成額：助成対象経費の２分の１以内、限度額２００万円
受付期間：随時募集
６．特許調査費用助成事業
助成額：助成対象経費の２分の１以内、限度額１００万円
受付期間：随時募集
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/boshu_setsumeikai_H28_2.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社
東京都知的財産総合センター セミナー担当
TEL：03-3832-3656
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「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

▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】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

