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映画「君の名は。
」の興業収入が 100 億円を突破！日本のアニメでは
ジブリ以外で初だとか。人気監督と人気バンドの融合が、作品に心地よ
い相乗効果をもたらした。芸術の秋、まだ記録は伸びそうです。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 55 号です。
今回もセミナーや補助金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】
「板橋区ものづくり企業立地継続助成金」三次募集
◇今年度最後の募集となります！
＜板橋区＞
【2】NHK の人気番組「超絶 凄（すご）ワザ！」（10/1 放送）に板橋
区内企業出演
◇（株）松田技術研究所の免振技術が全国に！お見逃しなく！
＜板橋区＞
【3】
「ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言企業」募集のご案内
◇目標設定に向けて、都が実施する「働き方改革宣言奨励金」を活用
できます！
＜東京都＞
【4】
「知って損なしの経営力向上計画」のご案内
◇固定資産税軽減を受けられる上に、補助金申請にも有利になります！
＜中小企業庁＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【5】
「創業 4 分野マスターコース」参加者募集
◇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＞
【6】ものづくり夜間大学校「生物の機能を「ものづくり」にいか
す～バイオミメティクス皆伝～」
（10/27）参加者募集

◇バイオミメティクスをご存知ですか？ぜひご参加ください！
＜北区・板橋区公社＞
【7】中小企業の経営戦略セミナー「社員のメンタル不全を防ぐた
めには」
（11/8）参加者募集
◇予防・早期発見及び対処についてお話します！
＜板橋法人会・板橋区・板橋区公社＞
【8】
「海外展開チャレンジ支援」セミナー（10/7）参加者募集
◇海外展開に挑戦する中小企業のプラン策定を支援します！
＜都公社＞
【9】
「平成 28 年度コンプライアンス講習会」
（10/27,11/2,11/7）
参加者募集
◇事例を入れながら、わかりやすく解説します！
＜東京都＞
【10】産業技術大学院大学無料公開セミナー「バーチャルリアリ
ティと身体の未来」
（10/26）参加者募集
◇AIIT マンスリー・フォーラム（ものづくり・デザイン分野）を
リニューアルしました！
＜産業技術大学院大学＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【11】
「事業と暮らしの無料相談会」
（10/22）開催のご案内
◇お悩みを専門家にご相談ください！
＜主催：10 士業、共催：板橋区＞
【12】広域多摩イノベーションプラットフォーム「新技術創出交
流会～製品展示会・講演～」開催のご案内（10/25）
◇大手企業の開発部門等が注目する、ものづくり中小企業 136 社
の技術を一堂に集積！
＜都公社＞
【13】
「出張！！ デザインなんでも相談 in 産業交流展」（11/2）
◇デザイナーに直接ご相談いただけます！
＜都公社＞
【14】
「大手・商社ジェグテック商談会」
（10/26）開催のご案内
◇新しいパートナーに出会えるチャンス！ぜひご参加ください！
＜中小機構＞

▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【15】
「東京発！新サービス事業モデルの創出～」助成事業説明
会のご案内
◇サービス産業に特化した初の支援事業です！
＜都公社＞
【16】
「業務改善助成金」のご案内
◇業務改善助成金の制度が拡充されます！
＜厚生労働省＞
【17】
「特許情報分析活用支援事業」のご案内（10/7 まで）
◇知財活動費用の削減・強い権利の取得を支援します！
＜特許庁＞
【18】
「中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業）
」
補助金のご案内（10/31 まで）
◇侵害調査や模倣品業者に対する行政摘発等に要した費用の一部
を助成します！
＜特許庁＞
▼その他――――――――――――――――――――――――
【19】
「板橋平和のつどい」
（11/2）観覧者募集
◇今一度平和について考えてみませんか？ぜひご参加ください！
＜板橋区＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】
「板橋区ものづくり企業立地継続助成金」三次募集＜板橋区＞
─────────────────────────────
ものづくり中小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。
■助成対称者
(1)次のいずれか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。
(3)これまでに本助成を受けていないこと。

■助成事業の内容・経費
(1)工場の改修等事業
・区内の現工場の改修費用（新増築にかかる費用は対象外）
・区内の現工場の改修、増築、建替するための一時移転費用
（一時移転先は、区内の貸工場に限る）
(2)工場の移転事業
・区内への工場移転（一部移転含む）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（工場移転には工場の新増築を
伴うものを含む）
■事前相談・申請受付期限：10 月 28 日（金）まで
※本助成金を申請する場合は、事前相談が必須となります。
■事業実施期間
交付決定の日（12 月上旬）から平成 29 年 1 月 27 日（金）
■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
TEL:03-3579-2193 FAX:03-3579-9756
E-mai:sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】NHK の人気番組「超絶 凄（すご）ワザ！」（10/1 放送）に
板橋区内企業出演＜板橋区＞
─────────────────────────────
不可能を可能にする技術者の「凄ワザ」を紹介する人気番組に、
（株）松田技術研究所(本社：板橋区宮本町)が出演します。
今回はこれまで番組に参戦した挑戦者のその後を追う特別編
で、視聴者からの「激揺れの列車の中でレコードを流し、町おこ
しにつなげたい」という依頼に対して、願いを叶えるべく挑戦し
ます。ぜひご覧ください。
■日 時：平成 28 年 10 月 1 日（土）20：15～20：45
■番組名
NHK『超絶 凄（すご）ワザ！「裏ワザ After スペシャル」
』
■出演：（株）松田技術研究所

URL:http://www.mrd-matsuda.co.jp/index.html
司会：千原ジュニア、池田伸子
語り：千葉繁
■詳しくは
URL: http://www4.nhk.or.jp/sugowaza/
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】
「ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言企業」募集のご案内
＜東京都＞
─────────────────────────────
東京都では、都内企業の働き方改革の気運を高めていくため、
「ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言企業」制度を創設します。働き方・
休み方の改善に向けて、
「働き方改革宣言」を行う企業等を募集し、
様々な支援を行います。ぜひご活用ください。
■ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言企業とは
従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進につ
いて、2～3 年後の目標及び取組内容を宣言書に定め、全社的に
取り組む企業等です。
宣言書は東京都ホームページで公表し、社会的気運を高めてい
きます。
■ＴＯＫＹＯ働き方改革宣言を行った企業に対する支援
(1) 働き方改革助成金
TOKYO 働き方改革宣言企業が整備した制度について、利用促進
を図り、制度の利用があった場合に最大 40 万円を支給します。
(2) 専門家による巡回・助言
TOKYO 働き方改革宣言企業へ専門家が訪問し、宣言後の取組状
況の確認や今後の進め方について助言を行います。
(3) 専門家によるコンサルティング
TOKYO 働き方改革宣言企業の生産性向上を支援します。
■奨励金等説明会 13：30～16：30（各回共通）
○10 月 4 日（火）
東京しごとセンター地下講堂（東京都千代田区飯田橋 3-10-3）
○10 月 24 日（月）
労働相談情報センターセミナー室（東京都千代田区飯田橋 3-10-3）
■お申込及び詳しくは
URL: https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/equal/hatarakikata/index.html

■お問合せ
≪「働き方改革宣言奨励金」の活用に関する問い合わせ先≫
東京都労働相談情報センター 03-5211-2248
亀戸事務所
03-3682-6321
大崎事務所 03-3495-4872
国分寺事務所 042-323-8511
池袋事務所 03-5954-6505
八王子事務所 042-645-7450
≪「働き方改革助成金」の活用に関する問い合わせ先≫
（公財）東京しごと財団 雇用環境整備課
TEL:03-5211-2396
≪「働き方改革宣言」に関する問い合わせ先≫
TOKYO 働き方改革・正規雇用化推進窓口
TEL:03-6205-6701
≪「働き方改革推進事業」全般に関する問い合わせ先≫
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 雇用平等推進担当
TEL:03-5320-4649
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「知って損なしの経営力向上計画」のご案内
＜中小企業庁＞
─────────────────────────────
中小企業等経営強化法による、経営力向上計画をご存知でしょう
か？「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメント
の向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画
で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができま
す。また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受
けることが可能です。
■制度利用のポイント
【ポイント 1】申請書類は実質 2 枚！
（1）企業の概要、
（2）現状認識、
（3）経営力向上の目標及び経営力
向上による経営の向上の程度を示す指標、（4）経営力向上の内容など
簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。
【ポイント 2】計画策定をサポート！
認定経営革新等支援機関（商工会議所・商工会・中央会や士業、地
域金融機関等）に計画策定の支援を受けることができます。
【ポイント 3】認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定
資産税が半分に！
計画認定を受けた場合、資本金 1 億円以下の会社、個人事業主などは、

（1）160 万円以上の機械及び装置であって、
（2）生産性が年平均１％
以上向上等の要件を満たせば、固定資産税の課税標準が 3 年間半額に
なります。
【ポイント 4】その他の金融支援もご用意！
計画認定を受けた場合、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融
資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けるこ
とができます。
なお、固定資産税の軽減は、実は一度認定を受けた段階で申請してい
なくても、後日変更申請も可能となっております。
また、固定資産税の軽減は各種補助金により取得した設備に対して
も適用されます！
↓
つまり、現時点で新設備導入が決まっていなくても、一度申請してお
いて、補助金申請が通った段階で変更申請を行って、補助金で購入し
た設備について固定資産税の軽減を受ける、といったことも不可能で
はありません。(補助金申請が通った設備について、全て認定される
とは限りません。)
【注意】
申請から認定まで 30 日程度の期間が必要となります！申請が集中
すればそれ以上の時間がかかることも想定されます。
申請したい補助金が発表されたけれども、〆切までの時間が短くて
経営力向上計画の認定が間に合わない！ なんてことが無いように、
早めの申請をおすすめいたします。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
※「経営力向上計画 策定・活用の手引き(申請の手引き)」は
サイトの下方にございます。
■お問合せ
中小企業庁
TEL：03-3501-1511(代表)

▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「創業 4 分野マスターコース」参加者募集＜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。
10 月、11 月開催分についてご案内いたします。
■日 時
≪10 月分≫各回 14:00～17:00
平成 28 年 10 月 5 日（水）
、12 日（水）、19 日（水）
、26 日（水）
≪11 月分≫各回 18:00～21:00
平成 28 年 11 月 2 日（水）
、9 日（水）、16 日（水）
、30 日（水）
■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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ものづくり夜間大学校「生物の機能を「ものづくり」にいかす
～バイオミメティクス皆伝～」参加者募集＜北区・板橋区公社＞
──────────────────────────────
バイオミメティクスとは、生物「バイオ」と模倣の「ミメティク
ス」を組み合わせた造語で、生物の機能や構造を模倣し、新たな技
術・製品に活かすことです。
身の回りのちょっとしたことに気づき、製品開発のヒントを得て
みませんか？
■日 時：平成 28 年 10 月 27 日（木）17：00～20：00
※19：30 からは名刺交換会の予定です。

■会 場：北とぴあ 14 階 スカイホール（東京都北区王子 1-11-1）
■定 員：50 名（先着順受付）
■対 象：製造業にお勤めの方を対象としていますが、どなたでも
参加可能です。
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/monozukuri/koz
a/monozukuri-02.html

■

お問合せ
東京都北区 産業振興課 商工係
TEL：03-5390-1141
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】中小企業の経営戦略セミナー「社員のメンタル不全を防ぐた
めには」参加者募集＜板橋法人会・板橋区・板橋区公社＞
──────────────────────────────
仕事上のストレスが原因で、うつ病などのメンタルヘルス不調に
よる従業員が増加しています。
労災保険の請求にとどまらず、損害賠償訴訟に発展するケースも
あり、深刻化する職場のメンタルヘルス問題は、企業の取り組むべ
き重要な課題の１つです。
本セミナーでは、メンタルヘルスが会社経営を揺るがす問題とな
りつつある中で、新たに求められている企業の安全・健康配慮義務
についての理解や労災補償・損害賠償などとの関係性について解り
やすく解説いたします。
■日 時：平成 11 月 8 日（火）18：30～20：30
■会 場：板橋法人会 3 階会議室
■対 象：経営者及びそれに準ずる方
■受講料：一般（法人会非会員）1,000 円
板橋法人会員 無料
■定 員：50 名
■講 師：社会保険労務士・精神保健福祉士 赤澤

将 氏

■お申込方法：窓口にて配付中のチラシに必要事項をご記入の上、
FAX、E-mail 等にてお申込ください。
■お申込及びお問合せ
（公財）板橋法人会
TEL：03-3964-1413
E-mail：info@itabashi-houjinkai.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】
「海外展開チャレンジ支援セミナー」参加者募集＜都公社＞
──────────────────────────────
長年に渡り日本企業の国際競争力強化について研究してこられた
知見や、実際に 1000 社を超える企業の新興国展開支援に携わってき
た経験をもとに、海外で売るための販売網構築の重要性や取り組み
方法について、2 名の講師による講演を行います。
セミナー終了後に実施する個別相談会にて海外展開への可能性を
見出し、希望される方には、プランマネージャーが企業に訪問して
プラン策定をサポートいたします。この機会に是非ご聴講ください。
■日 時：平成 28 年 10 月 7 日（金） 14：00～17：00
■会 場：立川グランドホテル 2 階 カサノバグランデ
（東京都立川市曙町 2-14-16）
■対 象：海外市場を目指す都内中小企業等
■定 員：50 名（先着順）
■概 要
≪第 1 部≫講演
14：05～14：45
タイトル：
「中小企業の海外展開における重要ポイント」
講師：明治大学 経営学部 大石 芳裕 氏
14：45～15：25
タイトル：
「海外への販売事例と海外展開プラン策定に向けた
取り組み」
講師：スパイダー・イニシアティブ株式会社
代表取締役 森辺 一樹氏
≪第 2 部≫ご来場者参加型！大石教授と森辺社長による対談
15：40～16：10
タイトル：
「中小企業の海外展開課題解決に向けて」

第 1 部の講師お二人が対談形式でご来場企業様の海外展開
に関する課題を伺い、解決策を検討し、見出していきます。
≪第 3 部≫「海外展開プランシート」の活用方法について
16：10～16：20
タイトル：
「国際事業課事業紹介と海外展開チャレンジ支援事業について」
（公財）東京都中小企業振興公社 事業戦略部 国際事業課
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0012.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 国際事業課
TEL：03-5822-724
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「平成 28 年度コンプライアンス講習会」参加者募集＜東京都＞
──────────────────────────────
事業者の方が不適正な取引の防止や商品・サービスの表示に係る
法令を遵守した事業活動に取り組めるよう、法律や違反事例の解説
を取り入れた講習会を開催します。
■対 象：コンプライアンスの取組みに直接携わる経営者、法務
担当者、教育・研修担当者
■概 要
≪A コース≫特定商取引法に関する講習（通信販売を行う事業者向け）
【日時】平成 28 年 10 月 27 日（木）13：00～17：15
【会場】都民ホール
（新宿区西新宿 2-8-1 東京都議会議事堂）
【講師】池本誠司弁護士、公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）
【定員】230 名
【内容】法令・違反事例等の解説、業界団体の参考事例・コンプ
ライアンス取得状況等の報告など
≪B コース≫特定商取引法に関する講習
（訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供を行う事業者向け）
【日時】平成 28 年 11 月 2 日（水）13：00～17：15
【会場】東京ウィメンズプラザホール
（渋谷区神宮前 5-53-67 東京ウィメンズプラザ）
【講師】洞澤美佳弁護士、浅見隆行弁護士
【定員】200 名
【内容】法令・違反事例等の解説、事業者のコンプライアンスの取
組に対するアドバイスなど

≪C コース≫景品表示法に関する講習（広告表示を行う事業者向け）
【日時】平成 28 年 11 月 7 日（月）13：15～17：30
【会場】都庁大会議室
（新宿区西新宿 2-8-1 東京都庁第一本庁舎 5 階）
【講師】植村幸也弁護士、公益社団法人日本通信販売協会（JADMA）
【定員】450 名
【内容】法令・違反事例等の解説、業界団体の参考事例・コンプ
ライアンス取得状況等の報告など

■

申込期限
≪A コース≫平成 28 年 10 月 6 日（木）まで
≪B コース≫平成 28 年 10 月 12 日（水）まで
≪C コース≫平成 28 年 10 月 17 日（月）まで

■

参加費：無料

■

お申込及び詳しくは

URL: http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/compliance/

■

お問合せ
【講習会について】
東京都生活文化局 消費生活部取引指導課 指導計画担当
TEL：03-5388-3072
【申込みについて】
（株）アドスリー内講習会事務局 ※本講習会の委託業者です。
TEL：03-5925-2840
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】産業技術大学院大学無料公開セミナー「バーチャルリアリ
ティと身体の未来」参加者募集＜産業技術大学院大学＞
──────────────────────────────
「AIIT イノベーションデザインフォーラム」第 3 弾を開催いたし
ます。第 3 回は「バーチャルリアリティと身体の未来」と題し、
「自
在化技術」
「Augmented Human」
「エンタテインメント工学」を代表と
する最先端の研究者 稲見昌彦先生（東京大学 先端科学技術研究セン
ター）をお招きします。
■日 時：10 月 26 日（水）18:30～21:00
○講演会 18：30～20：00
○懇親会 20：00～21：00

（こちらは参加費￥1,000）

■会 場：産業技術大学院大学 4 階 433 教室
http://aiit.ac.jp/about/access.html
■講演者：東京大学 先端科学技術研究センター
教授 稲 見 昌 彦 氏
http://inami.info/
■お申込及び詳しくは
URL: http://aiit.ac.jp/event_news/view/216
■お問合せ
産業技術大学院大学 管理部管理課 OPI 企画運営係
〒140-0011 東京都品川区東大井 1-10-40
TEL:03(3472)7833 FAX:03(3472)2790
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】
「事業と暮らしの無料相談会」開催のご案内
＜主催：10 士業、共催：板橋区＞
──────────────────────────────
ご自身の相談内容が，どの専門家に相談すべきことなのかがわか
らなかったり，複数の専門家にまたぐ問題であったりして，相談を
ちゅうちょしてしまうことはありませんか。
複数の専門家「士業」が一堂に会し，相談者さまのお困りごとを
いろいろな角度からアドバイスする，無料相談会を開催します。
■日 時：平成 28 年 10 月 22 日（土）12：30～16：00
■会 場：板橋区立グリーンホール 2 階
■対 象：板橋区内在住・在勤者あるいは板橋区内の事業者
■相談会に参加する専門家
司法書士，税理士，社会保険労務士，建築士，行政書士，
不動産鑑定士，土地家屋調査士，マンション管理士，弁理士，
弁護士
■予約受付電話番号：03-5979-2920
※事前予約制となります。定員を上回った場合は、お断りをさせて
いただくことがございます。
■予約受付期間：
平成 28 年 10 月 11 日（火）から 10 月 21 日（金）まで
10：00～16：00（土日は除く）

■主 催：板橋法曹会，東京司法書士会板橋支部，
東京税理士会板橋支部，東京都社労士会板橋支部，
（一社）東京都建築士事務所協会板橋支部，
東京都行政書士会板橋支部，(公社)東京都不動産鑑定士協会，
東京土地家屋調査士会板橋支部，板橋区マンション管理士会，
日本弁理士会関東支部
■共 催：板橋区，弁護士法人東京パブリック法律事務所
■後 援：東京商工会議所板橋支部，
（一社）板橋産業連合会，
板橋区商店街連合会，
（公社）板橋法人会，（公社）板橋青色申告会，
（公財）板橋区産業振興公社
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】広域多摩イノベーションプラットフォーム「新技術創出交流会
～製品展示会・講演～」開催のご案内＜都公社＞
──────────────────────────────
339 社の中小企業様が本交流会にお申し込みいただき、参加大手
企業様から面談指名を受けた 136 社が本交流会の「製品展示会」に
参加します。ぜひ会場にお越しいただき、都内中小企業の優れた技
術をご覧ください。
■日 時：平成 28 年 10 月 25 日（火）10：00～18：00
■会 場：パレスホテル立川 4 階ローズルーム
（東京都立川市曙町 2-40-15）
■交流会の構成：
「製品展示会」
・
「個別面談会」・
「講演会」を 1 日で
実施します。
≪特別講演≫10:30～11:30
■講演テーマ：
「IOT の動向と新たなビジネスモデル」
■講演者：株式会社 野村総合研究所 コンサルティング事業本部
ICT・メディア産業コンサルティング部長 桑津 浩太郎氏
■入場料：無料 ※事前登録無し。直接会場へお越ください。
■詳しくは
URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0009.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 多摩支社 担当：望月・宮本

TEL：042-500-3901
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「出張！！ デザインなんでも相談 in 産業交流展」
＜都公社＞
──────────────────────────────
デザインに関する悩みを抱えている東京都内の中小企業者を対象
にした「デザインなんでも相談」を開催します。第一線で活躍する
デザイナーに無料で気軽に相談でき、実践的なアドバイスをもらう
ことができる貴重な出会いの場です。
この機会にぜひデザイナーとお話しして、デザインを取り入れ、
自社のブランディングや商品開発に活かしていくきっかけづくりと
してご活用ください。
■日 時：平成 28 年 11 月 2 日（ 水 ）
13： 00～ 16： 30 の 間 で 30 分 程 度
■会 場：東京ビッグサイト
東 5.6.7.8 ホ ー ル （ 産 業 交 流 展 2016 内 ）
※中小企業による国内最大級のトレードショー「産業交流展
2016」 内 の 企 画 イ ベ ン ト と し て 実 施 し ま す 。
産 業 交 流 展 に つ い て → https://www.sangyo-koryuten.tokyo/
面談時間は調整のうえ、後日ご連絡します。
■定 員：10 社（事前申込・先着順）
■相談料：無料
■申込期限：平成 28 年 10 月 14 日（金）
申込者多数の場合、早めに終了することもございますのでご注意
ください。
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0003.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 経営戦略課
TEL：03-5822-7232
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「大手・商社ジェグテック商談会」開催のご案内
＜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、中小企業者

との取引や連携を希望する大手企業・商社との商談会を下記のとお
り開催します。
※ジェグテック登録企業が対象です。
未登録の企業は申込締切日までにご登録をお願いいたします。
■日 時：平成 28 年 10 月 26 日(水）
■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：一次締切 平成 28 年 10 月 4 日（火曜）18:00 まで
最終締切 平成 28 年 10 月 11 日（火曜）12：00 まで
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/099015.html
また、大手自動車メーカーとの商談会の申込みを受け付けています。
■詳細はこちら
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/098981.html
■お問合せ
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
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「東京発！新サービス事業モデルの創出～」助成事業説明会の
ご案内＜都公社＞
──────────────────────────────
サービス分野における新たな事業モデルの創出や生産性の向上、
その中核を担う人材育成などに取り組む中小企業を後押しするため、
サービス産業に特化した初の支援事業として、今年度から「中小企業
新サービス創出事業」を開始しました。
本事業では、東京発の新しいサービス事業モデルの創出と早期の事
業化を促進するため、必要な経費の一部を助成するとともに、サービ
ス担当マネージャーによるハンズオン支援を実施します。
募集開始にあたり、下記のとおり説明会を開催いたしますので、是
非ご参加ください。
■事業説明会日時：平成 28 年 10 月 14 日（金）15：00～17：00

■会 場：
（公財）東京都中小企業振興公社 本社 3 階第 1 会議室
（東京都千代田区神田佐久間町 1-9）
■定 員：100 名
≪支援内容≫
（1）経費の助成
■助成期間：平成 29 年 3 月 1 日から平成 31 年 2 月 28 日まで（2 年間）
■助成率：助成経費の 1/2 以内
■助成限度額：2 ヵ年で 2,000 万円
■助成対象経費
マーケティング調査委託費、開発費（原材料副資材費、外注・委託
費、直接人件費）
、設備導入費、規格認証費、販路開拓費（展示会
等参加費、イベント開催費、広告費）
（2）サービス担当マネージャーによるハンズオン支援
■事業計画のブラッシュアップ
■事業化に向けた実行支援（事業の進捗状況に応じた販路開拓や資金
調達等の助言・支援施策のコーディネート）
≪支援対象事業≫
革新的サービスの事業化に取り組む事業で、助成対象期間にサービス
事業モデルを実現させるためのサービスの開発・改良を行う計画が含
まれている事業
≪申請要件≫
以下のいずれかの要件を満たし、都内に主たる事業所を有する中小企
業者等
○東京都等が実施する既存事業で、ビジネスモデルが優れたものであ
ると認められ、表彰・助成・支援を受けている者
○国や自治体、公的機関が主催するビジネスプランコンテストにおい
て、ビジネスモデルが優れていると認められ入賞している者
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1609/0013.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 経営戦略課
TEL：03-5822-7232

▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】
「業務改善助成金」のご案内＜厚生労働省＞
──────────────────────────────
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援
し、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図る
ための制度です。
生産性向上のための設備投資（機械設備、POS システム等の導
入）などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、
その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
■支給対象者
全国 47 都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が
1,000 円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なりますのでご注意く
ださい。
■支給要件
1.賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる（就業規則等に規定）
2.引上げ後の賃金額を支払うこと
3.生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務
改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費
(2) 職場環境を改善するための経費
(3) 社会通念上当然に必要となる経費 は除きます。
4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。
■助成額
申請コースごとに異なります。詳しくは下記 URL をご覧ください。
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zig
yonushi/shienjigyou/03.html
■お問合せ
厚生労働省 労働基準局賃金課
TEL：03-5253-1111（代表）
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【17】
「特許情報分析活用支援事業」のご案内＜特許庁＞
──────────────────────────────
特許庁では、平成 27 年度から「研究開発段階」
「出願段階」に
おける支援を行っています。なお、年 5 回公募を行い、合計 100 件
の支援を予定しています。特許取得をご検討の方はぜひご活用くだ
さい。

■支援策の概要
(1)研究開発段階
・特許情報を分析し、研究開発の方向性を決定します。
・中小企業等の研究開発への投資を無駄にしないため、他者の技術
開発の動向を把握することで、重複研究の回避、他社からの技術導
入及び共同研究の可能性検討を実現する特許情報分析の実施ます。
・発明の手がかり発見を通じた新事業展開の可能性判断します。
(2)出願段階
・研究開発した技術を特許出願する前に、無駄な経費の抑制を図る
ため、権利化可能性を判断する特許情報分析の実施します。
・ノウハウとして保持すべき技術を明確にし、オープン・クローズ
戦略の策定を支援します。
・権利化可能性を保ったまま、広くて強い権利を取得するための明
細書作成の参考とすべく、出願時における他社の特許技術の分析し
ます。
・他社権利抵触関係の把握・分析を行います。
■対 象
中小企業の方、個人事業者の方
中小企業者で構成されるグループの方
※構成員のうち中小企業者が３分の２以上を占め、中小企業者の
利益となる事業を営む者
など
■利用料：無料
■申請期限：平成 28 年 10 月 7 日（金）12：00 まで
※第 5 回公募の締切は、11 月頃の見込みです。
■お申込及び詳しくは
URL: https://ip-bunseki.go.jp/
■お問合せ
（一社）発明推進協会
TEL：03-3502-5448
E-mail:bunseki@jiii.or.jp
※本事業の受託事業者になります。
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【18】
「中小企業等海外侵害対策支援事業（模倣品対策支援事業）
」
補助金のご案内＜特許庁＞
──────────────────────────────

海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業のお客様のために、
模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現
地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかっ
た経費の 2/3（上限額：400 万円）をジェトロが負担します。
■対象者：中小企業者又は中小企業で構成されるグループ（構成員
のうち中小企業者が 3 分の 2 以上を占める者）
■対象経費：現地侵害調査費、模倣品業者への警告文作成費、行政
摘発費用 等
■補助率・上限額：対象経費 2/3（上限額 400 万円）
■申込期限：平成 28 年 10 月 31 日（月）17:00 まで
■お申込及び詳しくは
URL: https://www.jetro.go.jp/services/ip_service.html
■お問合せ
（独）日本貿易振興機構（JETRO）知的財産課
担当：秋葉、髙村
Tel：03-3582-5198 Fax：03-3585-7289
E-mail：chizai@jetro.go.jp
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【19】
「板橋平和のつどい」観覧者募集＜板橋区＞
─────────────────────────────
板橋区では昭和 60 年 1 月 1 日に行った「板橋区平和都市宣言」
を実りあるものとするため、様々な事業を行っています。その一
環の「板橋平和のつどい」では、中学生平和の旅（広島・長崎）
に参加した中学生の体験発表を行います。
また、下町で暮らす個性豊かな住民たちの心温まる人情や生活を
描いた吉岡秀隆さん、堤真一さん、小雪さんら出演の映画「ALWAYS
三丁目の夕日'64」を上映します。
式典に先立ち、16 時から広島市の平和の灯と長崎市の誓いの火
を合わせて灯した「板橋平和の灯」のパレード（区役所～区立文化
会館）を行い、会場では小中学生が平和と戦争をテーマに描いた絵
画・ポスターの優秀作品を展示します。
■日 時：平成 28 年 11 月 2 日（水）17：00～20：30
■会 場：区立文化会館大ホール
■定 員：1,200 人（抽選）

■費 用：無料
■申込期限：平成 28 年 10 月 11 日（火）
■お申込方法及び詳しくは
URL:http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_event/079/079210.html
■お問合せ
板橋区 総務課総務係
TEL：03-3579－2052
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当公社ＨＰ（http://itabashi-kohsha.com/）
配信停止をご希望の方は、当公社 HP 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。
─────────────────────────────

************************＊＊＊＊＊
中小企業サポートセンター/
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
＊＊＊＊＊************************

