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新しい情報が多いほど脳の処理時間が必要となり、時間の経過を長く感
じるとか。今年もあとわずか、この 1 年があっという間だったと感じた方
は、来年新しいことをはじめるのも良いかもしれません。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 60 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】Facebook「アイネット/i-Net」(板橋ものづくりネットワーク)
のご案内
◇板橋区内企業の情報・助成金やセミナーなどの情報を発信します！
＜板橋区＞
【2】
「ものづくり補助金」
「小規模事業者持続化補助金」申請サポ
ート窓口のご案内
◇ご相談はお急ぎください！ご予約受付中です！
＜板橋区公社＞
【3】有名ホテルチェーンのキーマンが語る！特別講演(2/22)
参加者募集
◇「いたばし働きがいのある会社賞」表彰式と同時開催です！
＜板橋区公社＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【4】
「多様な働き方セミナー」
（1/27）参加者募集
◇改正育児・介護休業法の企業対応についてお話します！
＜板橋区＞
【5】
「企業価値 UP のキーワードが面白いほどわかるセミナー」（2/16）
参加者募集
◇人気のテーマ『IOT』
『産学連携』
『補助金取得』をピックアップ！
＜板橋区公社＞
【6】
「3DCAD 講座」参加者募集

◇無料で使える「Fusion360」の基本操作を解説します！
＜板橋産業連合会＞
【7】TOKYO 起業塾「スタートアップ支援プログラム STARS」(5 日間)
参加者募集
◇様々な出会いとともにビジネスを大きく成長させましょう！
＜都公社＞
【8】人材戦略「事例紹介」セミナー「人材がよく育つ！組織づくり
の 3 つのポイント」
（1/27）参加者募集
◇人材・組織の成長に向けた取り組み事例を紹介します！
＜都公社＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【9】第 4 回 ビジネスマッチング in 東京 （1/28）受注企業募集
～「防災・防犯」
「環境・省エネ」
「健康・福祉・医療」「生活」～
◇今回は受注企業の募集です！発注企業案件をご覧ください！
＜都公社＞
【10】シンポジウム「経営力アップ今こそ正社員化！」
（1/17）開
催のご案内
◇事業強化のための具体的なヒントを紹介！
＜東京都＞
【11】
「Invest Tokyo セミナー 2017 Winter」
（1/25）開催のご案内
◇外資系企業との商談会受注企業を募集中です！
＜東京都＞
【12】
「群馬ジェグテック商談会」
（1/24、1/25）開催のご案内
この機会にぜひご参加ください！
＜中小機構＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【13】
「防災資器材購入補助金」のご案内
◇対象団体を拡大しています！
＜板橋区＞
【14】
「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
◇まだまだ募集中です！
＜都公社＞
【15】
「東京都中小企業職業訓練助成金」のご案内
◇中小企業の研修をバックアップします！
＜東京都＞

【16】
「女性の活躍推進等職場環境整備助成金」のご案内
◇働きやすい職場環境の整備を応援します！
＜東京おしごと財団・東京都＞

◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】Facebook「アイネット/i-Net」(板橋ものづくりネットワーク)
のご案内＜板橋区＞
─────────────────────────────
『区内ものづくり企業が現在取り組んでいること、ものづくりに
取り組む姿勢、地域貢献活動』といった企業データベースやホーム
ページに掲載できない情報を発信することで、企業の新規連携び販
路拡大を促進します。
また、企業方針や製品コンプライアンスなどにより自社での Face
book ページ運営が難しい方でも、産業振興課公式 Facebook「アイネ
ット/i-Net」
（板橋ものづくりネットワーク）をハブとして、御社の
企業情報や中小企業に有用な助成金やセミナー情報を発信します。
■Facebook「アイネット/i-Net」はこちら
URL:https://www.facebook.com/itabashiku.inet/
■発信内容
・公官庁等の助成金・セミナー情報等
・区内ものづくり企業の企業サマリー・企業紹介
企業紹介を希望する企業の情報を本事業オリジナルの「企業紹介（ポ
スター形式）
」で発信します。
・区内ものづくり企業が自社ページで投稿した新規事業や面白い取組
み情報等（シェア）
■企業紹介掲載方法
板橋区産業振興課ホームページより原稿をダウンロードし、掲載
可能な写真（2～4 枚程度）と併せて板橋区産業振興課まで Email で
お送りください。
■詳しくは
URL: http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/078/078669.html
■お問合せ
板橋区 産業振興課 活性化戦略グループ
E-mail：sg-senryaku@city.itabashi.tokyo.jp
電話番号：03-3579-2193
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】
「ものづくり補助金」
「小規模事業者持続化補助金」申請サポ

ート窓口のご案内＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
平成 28 年度補正予算事業（経済産業省）
「革新的ものづくり・
商業・サービス開発支援補助金」
「小規模事業者持続化補助金」の
公募が始まりました。
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下記日程で開設します。
ものづくり補助金や小規模事業者持続化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。
■申請サポート窓口期間：平成 29 年 1 月 17 日(火)まで
※火曜日、金曜日のみ
■場 所：
（公財）板橋区産業振興公社
（東京都板橋区板橋 2-65-6 情報処理センター5 階）
■対 象：板橋区・北区内に本社又は事業所を置く中小企業、
小規模事業者
■相談時間：1 回あたり 60 分程度
■お申込及び詳しくは
URL：http://itabashi-kohsha.com/archives/4469
※窓口相談は事前予約制です。必ずご予約をお願いいたします。
■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】有名ホテルチェーンのキーマンが語る！特別講演 参加者
募集＜板橋区公社＞
─────────────────────────────
業界トップクラスの稼働率、客室単価を誇るホテルチェーンの
仕組み、ノウハウとは？「１円当たりの顧客満足日本一」を理念
に掲げる同社のキーマンにご講演をいただきます。
また講演にあわせて、平成 28 年度いたばし働きがいのある会
社賞表彰式を行います。
■日 時：平成 29 年 2 月 22 日（水） 18:30～（開場 18：00）
■スケジュール
18:30～平成 28 年度「いたばし働きがいのある会社賞」表彰式
19:30～「特別講演」

講 師 株式会社スーパーホテル
常務取締役 山本 健策 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：無料
■定 員：100 名（申込順）
■お申込み方法
下記お問合せ先へ電話または E-mail（企業名、所在地、電話番号、
E-mail アドレス、参加者名、部署名をご記載ください）にてご連
絡ください。
※お電話の際は「働きがいのある会社賞特別講演の件」とお伝え
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
電話：03-3579-2191 FAX：03-3963-6441
E メール：jshien@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「多様な働き方セミナー」参加者募集＜板橋区＞
─────────────────────────────
板橋区役所（男女社会参画課）からのセミナー開催のお知らせ
です。この度、東京都労働相談情報センター池袋事務所との共催
で、多様な働き方セミナーを実施します。
本セミナーでは、町田悠生子さん（弁護士）をお招きして、平
成 29 年 1 月から施行される、改正育児・介護休業法についての
基本知識及び法改正を受けて企業が取るべき対応などを解説いた
だきます。皆様のご応募をお待ちしています。
■日 時：平成 29 年 1 月 27 日（金）14:00～16:00
■会 場：板橋区立グリーンホール 601 会議室
■テーマ：
「使用者・人事担当者が知っておきたい育児介護休業
制度の基本知識」
■講 師：町田悠生子さん（弁護士）
■対 象：使用者、人事担当者、その他テーマに関心がある方
■定 員：60 人（申込順）

■保 育：4 ヶ月から未就学までのお子さんをお預かりします
（定員 6 人、申込順）
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/080/080625.html
■お問合せ
板橋区役所男女社会参画課
電話：03-3579-2486
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「企業価値 UP のキーワードが面白いほどわかるセミナー」
参加者募集＜板橋区産業振興公社＞
─────────────────────────────
半分諦めていた IOT や産学連携が、きっと身近になります。
人気テーマを詰め込んだセミナーとなっていますので、この機会
に是非ご参加ください。
■日 時：平成 29 年 2 月 16 日（木）13：00～17：00
■会 場：ハイライフいたばし 2 階
（東京都板橋区板橋 1-55-16）
■対 象：主にものづくり企業にお勤めの方を対象としておりま
すが、どなたでもご参加いただけます。
■参加費：無料
■プログラム
【第一部】安価に始める IOT 入門 13：00～14：30
テーマ：
「IOT を始めるのに莫大な設備投資は不要。自社にあった
IOT の始め方とは？」
講 師：
（一社）千葉 IT 経営センター理事/トゥモローズ
代表取締役 堀 明人 氏
【第二部】よく分かる産学公連携 14：45～16：05
テーマ：
「東京大学との連携が決め手となった、福島原発を救った
WAC フィルター」
講 師：
（株）ワカイダ・エンジニアリング
代表取締役 若井田 靖夫 氏
テーマ：
「自ら産学連携を成立に導いてきた教授が語る、産学連携
の手順」
講 師：群馬大学共同研究イノベーションセンター教授/
知的財産戦略室長 伊藤 正実 氏

【第三部】知ってお得、補助金情報 16：20～17：00
テーマ：
「来年度の補助金のポイント、気になるキーワード
『経営向上計画』とは」
講 師：関東経済産業局 佐藤 脩二 氏
テーマ：
「各区の補助事業のご紹介」
講 師：板橋、北、荒川、3 区担当者
■申込方法
①セミナー名、②企業名（ふりがな）、③ご参加者名（部署・役職）
④所在地、⑤電話番号、FAX 番号、E-mail をご記入の上、FAX か
E-mail にてご送付ください。
※頂いた E-mail アドレス宛に返信を行います。必ずご確認ください。
■申込期限：平成 29 年 2 月 16 日（木）
■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
事業第１グループ
TEL：03-3579-2192 FAX:03-3963-6441
E-mail:khk@itabashi-kohsha.com
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】
「3DCAD 講座」参加者募集＜板橋産業連合会＞
─────────────────────────────
板橋産業連合会の会員企業の方を対象に、Fusion360 の基本講
習を無料で開講いたします。
AUTODESK の Fusion360 は無料で使える 3DCAD/CAM ソフトとして
知られ、3D プリンタの普及に伴い、個人、非営利での使用が増
えています。どうぞこの機会をご利用ください。
■開催日：
（1 月コース）平成 29 年 1 月 18 日（水）～20 日（金）
（2 月コース）平成 29 年 2 月 6 日（月）～8 日（水）
■時 間：18：30～21：00
■会 場：板橋産連会館 2 階 パソコン室（板橋区仲宿 54-10）
■対 象：板橋産業連合会の会員企業の方
ウィンドウズ、エクセルの基本操作ができる方
（3DCAD の操作経験は問いません）
■定 員：各 10 名（定員を超えた場合は抽選※締切後連絡）
■スケジュール
○1 日目：基本操作
・2DCAD 作成から 3DCAD 作成
・寸法拘束の使い方

・ソリッド（押し出し等）
○2 日目：基本操作
・ソリッド（回転、ロフト、スイープ等）
・演習問題に沿ってご一緒に操作いたします。
○3 日目：応用操作
・ソリッド（フィレット、モデルの結合等）
・アセンブリ作成、3D モデルから 2D 図面作成
■お申込方法
1 月 10 日（火）までに①希望コース（第一希望、第二希望）②会
社名③所在地④電話番号⑤FAX 番号⑥受講者氏名を記入して、
FAX 又は E-mail にてお申込ください。
FAX：03-3962-0133
E-mail:mail@itabashisanren.org
■お問合せ
板橋産業連合会 事務局
TEL：03-3962-0131

▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】TOKYO 起業塾「スタートアップ支援プログラム STARS」参加
者募集＜都公社＞
─────────────────────────────
STARS は、スタートアップとして必要な考え方や知識を身につ
けるためのプログラムです。第一線で活躍している専門家が、講
師として各々の持っている知識・ノウハウを惜しみなく提供して、
アナタのスタートアップとしての成長速度を加速させます。
■日 程：5 日間
平成 29 年 2 月 4 日（土）
、11 日（土）、18 日（土）
、25 日（土）、
3 月 4 日（土）
■時 間：10：00～16：30（昼休憩 1 時間）
■会 場：明治安田生命ビル低層棟 1 階 セミナールーム
（東京都千代田区丸の内 2-1-1）
■対象者：次の 3 点を満たす起業予定者であること
(1) IPO や M&A によるイグジットを目指して、事業を数年で十億円
規模へと成長させようと考えている。
(2) ビジネスプランがあり、事業計画書の作り方といった基礎事項
は習得済みである。
(3) 東京都内在住、又は都内での起業を予定している。

■受講料：12,000 円
■定 員：60 名
■申込期限：平成 29 年 1 月 20 日（金）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1611/0005.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社
事業戦略部 創業支援課 担当：安井・柴田・宮下
TEL：03-5220-1141
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】人材戦略「事例紹介」セミナー「人材がよく育つ！組織づくり
の 3 つのポイント」参加者募集＜都公社＞
─────────────────────────────
社員一人ひとりが活躍できる組織作りに向けて、課題解決に取り
組む、システム・インスツルメンツ（株）濱田社長と（株）西尾硝
子鏡工業所西尾社長を講師にお招きし、経営実務に役立つ具体的取
り組みや経営者の想いなどについてお話しいただきます。
■日 時：平成 29 年 1 月 27 日（金） 13：30～16：45
■会 場：新宿エステック情報ビル 21 階 会議室 A
（東京都新宿区西新宿 1-24-1）
■内 容
第 1 部：講演（13：30～16：10）
（１）テーマ：
「社員のやる気を引き出す秘訣」～若手にチャンス
を与える組織作り・チャレンジする風土の醸成～
講 師：システム・インスツルメンツ株式会社
取締役社長 濱田 和幸氏
（２）テーマ：
「顧客に選ばれ続ける企業」を目指し、全社員が
「西尾ブランド」となる
講 師：株式会社西尾硝子鏡工業所
代表取締役 西尾 智之氏
第 2 部：質疑応答（意見交換）
（16：20～16：45）
■参加費：無料
■募集人数：40 名（先着順）
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1611/0007.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
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】第 4 回 ビジネスマッチング in 東京 受注企業募集
～「防災・防犯」
「環境・省エネ」
「健康・福祉・医療」「生活」～
＜都公社＞
──────────────────────────────
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 1 月 28 日（木） 13：00～17：00
■会 場：東京都立産業貿易センター台東館 5 階展示室（南側）
（東京都台東区花川戸 2-6-5）
■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
中小企業様
■募集数：45 社程度（募集数に達し次第、締め切ります）
■参加費：無料
■申込期限：平成 27 年 12 月 25 日（金）17：00 まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/matching2015/index8.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社
総合支援部 取引振興課 （宇田川・林）
TEL：03-3251-7883
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】シンポジウム「経営力アップ今こそ正社員化！」開催のご
案内＜東京都＞
──────────────────────────────
正社員化に積極的に取り組む企業の事例や行政の支援制度を紹介
し、企業の正社員化の取組を促進することを目的としたシンポジウ
ムを以下のとおり開催します。
■日 時：平成 29 年 1 月 17 日（火）13：00～17：30
■会 場：有楽町朝日ホール（千代田区有楽町二丁目 5 番 1 号）

■対 象：主に企業経営者及び人事労務担当者
※一般の方も参加可能
■プログラム
（１）基調講演 13：30～14：20
経営力の強化につながる正社員化の取組について、自社の事例を交
えて紹介します。
○講演者：泉川 玲香 氏
（イケア・ジャパン株式会社 カントリー HR マネージャー）
（２）企業による取組事例紹介
正社員化の先進的な取組を行っている中小企業から、取組の経緯や
実際の事例を紹介します。
○講演者：引地 大介 氏
（株式会社亀屋万年堂 代表取締役社長）
【小売業】
○講演者：浜野 慶一 氏
（株式会社浜野製作所 代表取締役 CEO）
【製造業】
（３）パネルディスカッション
正社員化したことによる自社の変化やメリット等について議論します。
○コーディネーター：生島 ヒロシ 氏（フリーアナウンサー）
○パネリスト：泉川 玲香 氏、引地 大介 氏、浜野 慶一 氏
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.seikitenkan.metro.tokyo.jp/
■お問合せ
非正規雇用対策シンポジウム事務局
TEL：03-6272-5045（年末年始を除く平日 9:30〜18:00）
メール：info@seikitenkan.metro.tokyo.jp
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】
「Invest Tokyo セミナー 2017 Winter」
（1/25）開催のご案内
＜東京都＞
──────────────────────────────
第 1 部では、東京都が実施している外国企業の誘致施策をご紹介
するとともに、外資系企業からは実際の特区の魅力をお話いただき
ます。また、外資系企業と都内中小企業とのビジネスマッチングの
成功事例もご紹介します。
第 2 部では、外資系企業と都内企業とのマッチング商談会を開催
します。
≪イベント概要≫
■日 時：平成 29 年 1 月 25 日（水）13：30～
■会 場：日本貿易振興機構（JETRO）本部 5 階展示場
（東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル）

■対 象：外国企業・外資系企業、 外国人・日本人起業家、 在京大
使館・商工会議所関係者外資系企業とのビジネスマッチン
グに関心のある都内企業、等
■定 員：200 名（事前申込制）
定員を超えた場合、 抽選となる可能性がございます。
■申込期限：平成 29 年 1 月 16 日（月）
≪ビジネスマッチング商談会概要≫
■出展企業（発注側）
：7 社
・AI ロボットの開発・販売企業
・IT、電子・精密分野の企業
・医療機器開発関連企業
・生薬、漢方薬、健康食品素材の製造・販売企業 等
■募集社数（受注側）
：20 社程度（都内中小企業）
■備 考：商談会は事前予約制とします。
外資系企業及び都内中小企業の希望を踏まえて商談スケジュール
を組み、開催 1 週間前を目処に、事前に商談相手をご連絡します。
ただし、予約がない時間帯に、フリーで商談していただいても構
いません。
■申込期限：平成 29 年 1 月 16 日（月）
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.bdc-tokyo.org/form/index.html
■お問合せ
ビジネスコンシェルジュ東京
担当：渡邊・吉田
TEL: 03-6269-9981[9:30-17:30]
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「群馬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・中堅企業 35 社との商談会を
下記のとおり開催します。
■日 時：平成 29 年 1 月 24 日(火）
、25 日(水)10：00～16：30
■会 場：ビエント高崎（群馬県高崎市問屋町２丁目７番地）
ものづくりフェア in ぐんま 2017 会場内
■参加費：無料（事前予約制）

■申込締切：平成 29 年 1 月 10 日（火）10：00
また同時開催の工業デザイン分野に精通するデザイナーによる
相談会(無料)の申込みも受付中です。
■お申込及び詳しくは
URL:http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/099941.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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「防災資器材購入補助金」のご案内
＜板橋区＞
─────────────────────────────
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。
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、自主的に購入する防災資器材を補助します。
■対象となる団体
○事業所
（１）従業員等の数が 5 人以上であること
（パート・アルバイト等を含む）
（２）地震時の活動計画が整備されていること（次のいずれか）
・消防計画
・予防規程
・事業所防災計画
（消防計画・予防規程の作成義務がない事業所に限る。
）
（３）防災資器材購入後、1 年以内に防災訓練を実施できること
（４）過去に本事業による補助金を受けていないこと
○マンション（集合住宅）
詳しくはホームページをご覧ください。
○防災関係協力団体等
詳しくはホームページをご覧ください。
■対象となる防災資器材
初期消火：スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ 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、災害用トイレなど
格納庫：防災資器材を専用に保管するための格納庫
※飲料水や食料は対象となりません。
※購入資器材は、周辺地域に公表されます。
■助成率・限度額：2 分の 1（限度額 10 万円）
■申請期限：平成 29 年 1 月 31 日（火）まで
※予算の範囲内で先着順となります。
※防災資器材購入後の申請はできません。
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/069/069011.html
■お問合せ
板橋区 危機管理室 地域防災支援課
TEL：03-3579-2158
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「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。詳細は募集要項をご確認ください。
■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
■お申込及び詳しくは
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
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【15】
「東京都中小企業職業訓練助成金」のご案内＜東京都＞
─────────────────────────────
東京都では、社員教育・人材育成に取り組む中小企業または共
同団体に対し助成金を支給します。

■対象者：以下を満たす中小企業または共同団体
○都内に本社又は主たる事業所があること。
○訓練に要する経費を受講者に負担させていないこと。
○訓練を勤務時間内に行い通常の賃金を支払っていること。
やむを得ず勤務時間外に訓練を行う場合は、割増賃金を支払って
いること。
○同一の訓練について助成を受けていないこと。
■助成対象となる訓練
○都内で行われる OFF-JT（集合して行われ、通常の業務と区別で
きる訓練）
○出席率が 8 割以上の受講者が 2 人以上の訓練
○訓練時間
(1)自ら企画して実施する場合は 6 時間以上 12 時間未満。
(2)中小企業事業主が教育機関に派遣して実施する場合は 6 時間以
上 20 時間未満。
■支給額：一人 1 時間あたり一律 430 円
（ただし、予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額するこ
とがあります。
）
■申請の限度額：年度内での交付申請は 100 万円が上限です。
（交付決定前に交付申請を取り下げた部分は除きます。
）
■申請期限：平成 29 年 1 月 20 日（金）まで
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/ikusei/kunren_josei/
■お問合せ
東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課 認定訓練担当
TEL：03-5320-4718
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【16】
「女性の活躍推進等職場環境整備助成金」のご案内
＜東京おしごと財団・東京都＞
─────────────────────────────
女性の採用・職域拡大を目的とした職場環境の整備や、仕事と
育児・介護等の両立に向けた働きやすい職場環境づくりの取組を
支援します。
■助成対象
常時雇用する労働者が 2 名以上かつ６カ月以上継続雇用してお
り、都内で事業を営んでいる中小企業等（社団・財団・個人事業
主等を含む）であること。
※その他詳細要件は募集要項をご確認ください。

■助成対象事業・助成率等
１．女性の活躍促進
（１）助成対象事業
女性の採用・職域拡大を目的とした設備等の整備（新設・改修）
（２）助成の対象となる費用の例
トイレ、ロッカー、仮眠室、ベビールーム等
（３）助成金上限・助成率
限度額 500 万円（助成率 3 分の 2）
２．多様な勤務形態の実現
（１）助成対象事業
ア.在宅勤務、モバイル勤務、リモートワーク等のテレワークを
可能とする情報通信機器等の導入による多様な勤務形態の実現
のための環境整備
イ. 介護休業等に伴う代替要員の配置や育児、介護による短時間
勤務に伴う人員補充
（２）助成の対象となる費用の例
ア. モバイル端末等整備費用、ネットワーク整備費用、システム
構築費用、関連ソフト利用料、上記環境構築を専門業者に一括委
託する経費
イ. 介護休業等に伴う代替要員、育児・介護による短時間勤務に
伴う人員 補充に係る経費（人件費）
（３）助成金上限・助成率
限度額 200 万円（助成率 2 分の 1）
■申請期限：平成 29 年 3 月 31 日（金）まで
※予算の範囲を超えた場合は、申請受付期間内でも受付を終了し
ます。
■お申込及び詳しくは
http://www.shigotozaidan.jp/news/jyoseinokatuyakusuishin_20160516_01.html
■お問合せ
（公財）東京しごと財団雇用環境整備課
TEL：03－5211－2397
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
＊＊＊＊＊************************

