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新しい年がスタートしました！気持ち新たに、ますます有益な情報を
お伝えできるよう精進してまいります。本年もどうぞ宜しくお願いいた
します。
板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 61 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＞
▼セミナー・講座―――――――――――――――――――――
【2】
「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＞
【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＞
【4】講演会『
「企業のため」
「働く人」のためのメンタルヘルス対策』
参加者募集
◇専門の講師が紹介！実践的な知識を学べます！
＜板橋区＞
【5】
「非破壊検査入門」
（3/3）参加者募集
◇検査技術・品質管理の強化をお考えの方、お待ちしております！
＜北区・板橋区・都産技研＞
【6】中小企業が活用できる「人材確保・育成分野の助成金」
セミナー参加者募集
◇助成金制度の基礎、申請のノウハウ等についてお話します！

＜都公社＞
【7】
「医師主導による医療機器開発のためのニーズ創出・事業化
支援セミナー」
（1/28）参加者募集
◇多くのプログラムをご用意しています！
＜医師会・経産省＞
▼展示会・イベント――――――――――――――――――――
【8】パネルディスカッション『従業員のモチベーションアップ
のために』参加者募集
◇ユニークな取組を行っている企業経営者 3 名が、取組成果など
をご紹介します！
＜東京都＞
▼補助金・助成金―――――――――――――――――――――
【9】
「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！締切 1/31（火）まで！
＜板橋区＞
【10】
「医療機器産業参入促進助成事業」のご案内
◇製品開発に係る経費を助成します！
＜都公社＞
【11】
「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＞
【12】
「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！締切 1/20（金）まで！
＜東京都＞
【13】
「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＞
▼その他―――――――――――――――――――――――――
【14】
「オフィスワーカー向け 傾聴ボランティア養成講座」
（2/18）参加者募集
◇社員・スタッフの研修にもお役立てください！
＜板橋区＞

◆◇◆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
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【2】
「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
【第二部】よく分かる産学公連携 14：45～16：05
【第三部】知ってお得、補助金情報 16：20～17：00
■申込期限：平成 29 年 2 月 16 日（木）
■お申込及び詳しくは
URL: http://itabashi-kohsha.com/archives/5470
■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
▽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）
■お申込及び詳しくは
URL: http://itabashi-kohsha.com/archives/3372
■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】講演会『
「企業のため」
「働く人」のためのメンタルヘルス対
策』参加者募集＜板橋区＞
─────────────────────────────
「働く人」のメンタルヘルスは生活の維持にとって大切であると
同時に、企業にとっては生産性に直結する経営課題でもあります。
ストレスチェックが導入されるなど働く環境、働く人に注目が
当たっている時代です！この度、経営者向けと勤労者向けの講演
会を企画しましたので、この機会にぜひご参加ください。
■経営者の方向け
・日 時：2 月 10 日（金）18：30～20：30 まで
・会 場：板橋区保健所 講堂
・講演テーマ：
「企業のための経営リスクとメンタルヘルス対策」
・講 師：NPO 法人ＭＤＡ（うつ・気分障害協会）
代表 山口律子氏
・対 象：企業の経営者の方、人事労務担当の方など
・定 員：50 人（申込順）
・参加費：無料
■働く人向け
・日 時：2 月 23 日（木）18：30～20：30
・会 場：グリーンホール１階ホール
・講演テーマ：
「働く人のためのストレスマネジメント～同僚・
先輩・上司と どうつきあうか～」

・講 師：一般社団法人心理支援ネットワーク心 PLUS
代表理事 大林裕司氏、玉澤知恵美氏
・対 象：区内在住在勤の方
・定 員：70 人（申込順）
・参加費：無料
■お申込及びお問合せ
板橋区保健所 予防対策課 管理・精神難病グループ
TEL:03-3579-2329
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】
「非破壊検査入門」参加者募集 ＜北区・板橋区・都産技研＞
─────────────────────────────
非破壊検査は物を壊さないで検査する方法で、ISO9000 や PL 法
（製造物責任法）との関係からも、その検査技法の習得が必要と
なります。非破壊検査の関連 JIS も ISO 準拠に改定され、新しい
試験片の導入など、より厳しい内容に変化してきています。
当セミナーでは、非破壊検査の初歩から各技法、最近の技術動向
について説明いたします。
■日 時：平成 29 年 3 月 3 日（金）13：00～17：30
■会 場：北とぴあ 13 階 飛鳥ホール
（東京都北区王子 1-11-1）

■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、事業所等があれば応募できます。）
■定 員：60 名
■受講料：2,200 円
■申込締切：平成 29 年 2 月 24 日（金）
■お申込及び詳しくは
URL: https://www.iri-tokyo.jp/seminar/170303-hihakai.html
■お問合せ
地方独立行政法人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 講習会・セミナー担当

TEL：03-5530-2308 FAX：03-5530-2318
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【6】中小企業が活用できる「人材確保・育成分野の助成金」
セミナー参加者募集＜都公社＞
─────────────────────────────
経営力を向上させるためには、社員の戦力化や、社員が能力を最
大限発揮できる職場環境を作ることが必要です。
本セミナーでは、経営資源で最も重要とされる人材力の向上や組
織の活性化に向けて、中小企業が活用できる人材確保・定着・育成
分野および職場環境整備等の助成金について情報提供いたします。
■日 時
【第 1 回】平成 29 年 2 月 8 日（水）10：00～12：00（受付 9：30～）
【第 2 回】平成 29 年 2 月 8 日（水）14：00～16：00（受付 13：30～）
【第 3 回】平成 29 年 3 月 8 日（水）10：00～12：00（受付 9：30～）
【第 4 回】平成 29 年 3 月 8 日（水）14：00～16：00（受付 13：30～）
※第 1 回、第 2 回、第 3 回、第 4 回は同じ内容で実施いたします。
■会 場：秋葉原 UDX（東京都千代田区外神田 4-14-1）
【第 1 回】
【第 2 回】 4 階 ギャラリーネクスト Next-3
【第 3 回】
【第 4 回】 6 階 カンファレンス F
■講 師：那須 藤生 氏
（有限会社ピー・エムスリー 代表取締役社長）
■参加費：無料
■募集人数：４０名
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/1612/0015.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】
「医師主導による医療機器開発のためのニーズ創出・事業化
支援セミナー」参加者募集＜医師会・経産省＞
─────────────────────────────
本セミナーでは、様々なアイデアを持つ医師と機器の開発を担
う事業者が、どのように臨床現場のニーズを創出し、医療機器開
発の推進につなげてゆけばよいか、事業化に関わる見識をお持ち
のさまざまな識者とともに展望します。
■日 時：平成 29 年 1 月 28 日（土）13：00～17：10
■会 場：さいたまスーパーアリーナ-TOIRO STUDIO 1.2 （埼玉県さいたま市中央区新都心 8）

■対象者：医師、大学・研究機関、製版企業、ものづくり企業、
行政・支援機関の方
■定 員：150 名
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.jmamdc.med.or.jp/seminar/seminar/15
■お問合せ
日医総研 医療機器開発支援窓口（Web サイト）：http://www.jmamdc.med.or.jp
お問い合わせメールアドレス ：supportdesk@jmamdc.med.or.jp
担当：日医総研 吉田・寺下
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】パネルディスカッション『従業員のモチベーションアップ
のために』参加者募集＜東京都＞
─────────────────────────────
社内一丸となって人材育成や働きやすい職場づくりに取り組み、
大きな成果を上げている企業経営者を迎え、
「従業員のモチベーシ
ョンアップ」をテーマとしたパネルディスカッションを開催します。
■日 時：平成 29 年 1 月 19 日（木）13：30～15：00
■会 場：都立城東職業能力開発センター
人材育成プラザ（足立区綾瀬五丁目六番 1 号）
■対 象：企業経営者及び人事担当者、その他テーマに関心の
ある方
■定 員：100 名（申込制・先着順）
■参加費：無料
■お申込及び詳しくは
URL：http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2016/12/26/09.html
■お問合せ
都立城東職業能力開発センター人材育成課
TEL:03-3605-6147
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【10】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】
「医療機器産業参入促進助成事業」のご案内＜都公社＞
─────────────────────────────
都内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医
療機器製販企業等とのマッチング実施に引き続く支援として製品
開発に係る経費の一部を補助します。
■対 象
東京都内に主たる事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者など
※申込対象者には、ほかにも要件がございます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
■助成率：対象経費の 2/3
■助成限度額：5,000 万円（最低申請額 500 万円）
■事前ヒアリング受付期間：H29 年 1 月 4 日～3 月 7 日
※申請書提出予定件数が一定数を超えた時点で受付を終了いたします。
■申請書提出期間：H29 年 3 月 15 日～3 月 30 日
■お申込及び詳しくは
URL: http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html
■お問合せ
（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課

TEL：03-3251-7883
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】
「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
▽その他━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】
「オフィスワーカー向け 傾聴ボランティア養成講座」
参加者募集
＜板橋区＞

─────────────────────────────
高齢者施設やコミュニティサロンなど、傾聴ボランティアが
活躍する場面も増えています。相手の気持ちに寄り添いながら
話を聴く「傾聴」のポイントを 1 日で学びます。
コミュニケーション力を向上させたい、定年後にボランティ
アを始めたいなど、興味のある方はぜひご参加ください。
■日 時：平成 29 年 2 月 18 日（土）13：00～16：00
■会 場：いたばし総合ボランティアセンター
（板橋区本町 24-1）
■講 師：阿部 紀子氏（ジャパン・スピーチ・センター）
■参加費：1,000 円（資料代含む）
■お申込及びお問合せ
いたばし総合ボランティアセンター
TEL:03-5944-4601 FAX：03-5944-4602
E-mail:ita-vc@violin.ne.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「産業情報メルマガ」
欄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、ご送信ください。
─────────────────────────────

************************＊＊＊＊＊
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
＊＊＊＊＊************************

