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板橋・北区内の中小企業を応援するメールマガジンの第 69 号です。
イベント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。
※次回の配信は 6 月 15 日(木)です。
◆◇◆ＩＮＤＥＸ◆◇◆
▼トピックス――――――――――――――――――――――――――
【1】ハイライフいたばし入会キャンペーンのご案内。
＜ハイライフいたばし＞
【2】第 21 回機械要素技術展 板橋区ブースのご案内
◇日本ものづくりワールド 2017 内、第 21 回機会要素技術展に板橋区ブ
ースとして出展します。
＜板橋区公社＞
【3】板橋区ワーク・ライフ・バランスに推進企業表彰の募集
◇積極的なご応募をお待ちしております。
＜板橋区＞
▼セミナー・講座――――――――――――――――――――――――
【4】
「創業 4 分野マスターコース」参加者募集
◇板橋区でお得に創業できる事業を開講しています！
＜板橋区＞
【5】中小企業の経営戦略セミナー参加者募集
◇中小企業の経営者及びそれに準ずる方、管理職の方必見。
＜板橋区＞
【6】ソフトウェアの特許セミナー参加者募集
＜都知財センター＞
【7】医工連携セミナーのご案内
＜都医工連携ＨＵＢ機構＞
【8】「企業向けの外国人材採用セミナー」を開催します。
＜東京都＞

▼展示会・イベント―――――――――――――――――――――――
【9】
】
「町工場シンガポールツアー＆町工場相談会」参加者募集
＜板橋区＞

【10】第 2 回 ビジネスマッチング in 東京 受注企業募集
＜都公社＞
▼補助金・助成金――――――――――――――――――――――――
【11】ＬＥＤ照明等節電促進助成金の申請案内
＜都公社＞
【12】
「経営力向上計画」のご案内
＜中小企業庁＞
【13】労働移動支援助成金(移籍人材育成支援コース)のご案内
＜厚労省＞
【14】労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)のご案内
＜厚労省＞
◆◇◆本文◆◇◆
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】ハイライフいたばし入会キャンペーンを実施
────────────────────────────────
■実施期間
平成 29 年 5 月 10 日(水)～6 月 28 日(水)
■内 容
新規ご入会者は、入会金(200 円)と会費(500 円)が 2 か月分無料。及び区
内共通商品券 1,000 円分をプレゼント。

新規事業所の紹介者には、ご紹介いただいた新規事業所の入会人数に
応じて区内共通商品券 1,000 円分をプレゼント。(1 事業所 20 人まで)
■詳しくは
URL http://itabashi-kohsha.com/archives/1110
■お問合せ
（公財）板橋区産業振興公社ハイライフいたばしサービスセンター
TEL 03-5375-8102
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【2】第21回機械要素技術展 板橋区ブースのご案内

────────────────────────────────
日本ものづくりワールド 2017 内で行われる、第 21 回機会要素技術展
に板橋区ブースを設け出展します。
11 回目の出展となる今回は、
「確かな技術で、想いをカタチに」をキ
ーコンセプトに区内 17 企業・団体が集結し、国内外の企業関係者にア
ピールします。
この機会にぜひご高覧ください。
■会期
平成 29 年 6 月 21 日(水)、22 日(木) 10:00～18:00
23 日(金) 10:00～17:00
■会場、小間番号
東京ビックサイト 東５ホール[64-10]
(江東区有明 3-11-1)
■展示企業・団体
ブース展示
(1)日本メカニック(株)、(2)(株)本間製作所、(3)(株)尾崎製作所
(4)昭和電器(株)、(5)(株)グラント、(6)技研精機(株)
(7)(株)サイトウ製作所、(8)(株)オーテックシー
(9)(株)有我工業所、(10)北陸軽金属工業(株)
(11)(株)松田技術研究所、(12)(株)美彫社、(13)(株)サーマル
(14)(株)インテリンク
ミニ展示企業
(15)板橋共同受注グループ「イタテック」
、(16)トソモ(株)
(17)(株)アールストーン
■詳しくは
URL http://www.mtech-tokyo.jp/
■お問合せ
中小企業サポートセンター/(公財)板橋区産業振興公社
TEL 03-3579-2191 FAX 03-3963-6444
▽トピックス━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【3】板橋区ワーク・ライフ・バランス推進企業表彰の募集
────────────────────────────────
『いたばし good balance 会社賞 2017』のお知らせです。
区では、仕事と生活の両立支援や、男女がともに働きやすい職場環境
に取り組む中小企業等を、ワーク・ライフ・バランス推進企業として表
彰しており、今年度も 3 企業程度の表彰を予定しています。
『いたばし good balance 会社賞』を受賞されますと、広報いたばし
区ホームページ、情報誌等の様々な媒体で表彰企業と取組事例のＰＲ、
表彰企業紹介用のリーフレット作成、区ホームページのバナー広告無料
掲載など様々なものがございます。
■募集期間

平成 29 年 5 月 29 日(月)～8 月 7 日(月)【消印有効】
■会社訪問
申請受付後、随時実施します。
■資格審査・決定
平成 29 年 10 月
■表彰式
平成 29 年 11 月(いたばし産業見本市で実施予定)
■詳しくは
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/054/054362.html
■お問い合わせ
板橋区 男女社会参画課(担当 岡田)
TEL 03-3579-2486
E メール j-danjo@city.itabashi.tokyo.jp

▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【4】
「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」を受講すると創業時に
様々な優遇措置を受けることができます。
6 月の開催分についてご案内いたします。
■日時
6 月 14 日(水)、21 日(水)、28 日(水)
各回 18:00～21:00
■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
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
E メール kb-ssyuro@city.itabashi.tokyo.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【5】中小企業の経営戦略セミナー参加者募集
＜板橋区＞
────────────────────────────────
中小企業の経営者及びそれに準ずる方、管理職の方、会社の人手不足に悩ん
でいる方、人材育成等に関わる方にお勧めです。

■演題 企業の発展は社員の成長
■講師 黒瀬直宏 氏(嘉悦ビジネス創造学部・大学院ビジネス
創造研究科博士(経済学))
■日時 6 月 13 日(火) 18:30～20:15
■会場 板橋区法人会 3 階会議室
(板橋区氷川町 39-2)
■定員 50 名
■受講料 一般(非会員)1,000 円 板橋区法人会員 無料
■詳しくは
URL http://www.itabashi-houjinkai.or.jp/event/2017_keiei.html
■申込、お問い合わせ
公益社団法人 板橋法人会
TEL 03-3964-1413
E メール info@itabashi-houjinkai.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【6】ソフトウェアの特許セミナー参加者募集
＜都知財センター＞
────────────────────────────────
◇ソフトウェアの発明の特徴を明確にすると共に、特許庁の取扱いの歴
史を振り返りながら、ソフトウェアの発明をどう捉えたらよいかをワー
クショップを通じて一緒に考えていきます。
また、
「ビジネスモデル特許」についての考え方や、ソフトウェア特許
に対する最近の判例や動向を紹介した上で、今後の実務上の留意点につ
いてお話します。
■開催日時
平成 29 年 7 月 3 日(月) 14:00～17:00

(受付開始は 13:40 から)
■会場
ＡＰ秋葉原 4 階 Ｈルーム
(台東区秋葉原 1-1 秋葉原ビジネスセンター)
■内容
○ソフトウェアの発明とは？(特許庁の審査基準など)
○ソフトウェアの発明の捉え方
○ビジネスモデル特許とは？(特許事例、審査状況など)
○ソフトウェア特許の取り扱いに関する実務上の留意点
■講師
村石 起佐夫(都知的財産総合センター 知財戦略アドバイザー)
■対象
都内中小企業の方、都内個人事業主の方で、特許の基礎知識を有し、
ソフトウェア特許やビジネスモデル特許に関心のある方
■定員 60 名
■費用 無料
■詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/chizai/seminar/2017/290703soft.html
■お問い合わせ
東京都知的財産総合センター
TEL 03-3832-3656
FAX 03-3832-3659
E-メール chizai@tokyo-kosha.or.jp
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【7】医工連携セミナーのご案内
＜都医工連携ＨＵＢ機構＞
１ 夏期 医工連携セミナー 参加申込受付中
医療機器産業において先進的なテーマや、今後有望視される技術
等の情報提供、医療機器産業参入及び同業界での活躍に資する専門
的な知識の修得を目的としたテーマ別のセミナー「医工連携セミナ
ー」を開催します。
■日時、場所、内容、定員
6 月 2 日(金) 14:30～16:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COLEDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「大分大学医学部附属病院における医工連携」

「臨床現場からの医工連携」
定員 70 名
6 月 9 日(金) 17:00～18:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COLEDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「エンターテイメント性を高めた外科トレーニングシステム」
「医工連携の実践経験から」
定員 70 名
6 月 13 日(火) 17:30～19:10
日本橋ライフサイエンスビル 3F 313 会議室
(中央区日本橋本町 2-3-11)
「保険医療、診療報酬制度について～初歩的な事柄から～」
「医療機器開発におけるリスクマネジメントの構築」
定員 30 名
6 月 21 日(水) 17:00～18:30
日本橋ライフサイエンスビル 3F 313 会議室
(中央区日本橋本町 2-3-11)
「ベトナムでの新生児黄疸の早期診断・治療促進を目指して」
「中小企業海外展開支援スキームの紹介」
定員 30 名
6 月 30 日(金) 17:00～19:00
日本橋ライフサイエンスビル 3F 313 会議室
(中央区日本橋本町 2-3-11)
「ISO 13485 のポイントがわかる！」
定員 30 名
■詳しくは
URL https://ikou-hub.tokyo/pdf/event_2017summer.pdf
■お申し込み(まとめてお申込いただけます)
URL https://ikou-hub.tokyo/s/f2017summer.html
※各回とも定員を超えた場合は、ＨＵＢ機構の会員を優先いたしま
す。
２ 医工連携人材育成講座 受講生募集中
都内中小企業による医療機器産業への参入及び同業界での活躍に
向けて、医工連携人材育成講座(全 12 回)を開講します。医工連携
の基礎的な知識の修得、キーパーソンとのネットワークの構築の機
会として、ぜひご参加ください。
※全 12 回の連続講座となります。
■日時、場所、内容
〔第 1 回〕6 月 8 日(木) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COLEDO 室町 3」8F B 会議室

(中央区日本橋室町 1-5-5)
「医工連携の概論」
〔第 2 回〕6 月 16 日(金) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスビル 3F 313 会議室
(中央区日本橋本町 2-3-11)
「医療機器をめぐる法規制の基礎」
〔第 3 回〕6 月 26 日(月) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COLEDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「製販企業からみる医工連携」
〔第 4 回〕7 月 3 日(月) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COLEDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「製販企業の医工連携事情の話から連携ポテンシャルを感じる会」
〔第 5 回〕7 月 19 日(水) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスビル 3F 313 会議室
(中央区日本橋本町 2-3-11)
「医療機器の知財の基礎」
〔第 6 回〕7 月 26 日(水) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COLEDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「医工連携のための知財契約」
［第 7 回］8 月 24 日(木) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COLEDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「臨床機関に医工連携の意義を伝え、参加を促進させる」
［第 8 回］9 月 1 日(金) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ 「COREDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「世界最先端最高峰のマイクロサージャリーの話から開発ポテンシ
ャルを感じる会」
［第 9 回］9 月 6 日(水) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ 「COREDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「ものづくり企業が無理なく円滑に医工連携に参入するために」
［第 10 回］9 月 11 日(月) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスビル 3F 313 会議室
(中央区日本橋本町 2-3-11)
「ものづくり企業からみる医工連携」

［第 11 回］9 月 19 日(火) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COREDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「研究機関からみた医工連携」
［第 12 回］9 月 27 日(水) 17:30～19:30
日本橋ライフサイエンスハブ「COREDO 室町 3」8F B 会議室
(中央区日本橋室町 1-5-5)
「イノベーションの視点からみた日本の医工連携」
■定員 60 名
■費用 無料
■お申し込み (締切予定 6 月 5 日)
URL https://ikou-hub.tokyo/contents/event
■詳しくは
URL https://ikou-hub.tokyo/pdf/event_20170608.pdf
■お問い合わせ
東京都医工連携ＨＵＢ機構
TEL 03-5201-7321(平日 9:00～17:00)
E メール info@ikou-hub.tokyo
▽セミナー・講座━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【8】「企業向けの外国人材採用セミナー」を開催します。
＜東京都＞
────────────────────────────────
都(主催者)では中小企業を対象に外国人材の採用や活用を促進するた
めのセミナーを開催します。自動車総合商社や経営コンサルティング業
界の採用担当者が、外国人採用の事例を紹介します。また、社労士や行
政書士などによる個別相談会も実施します。
■概要
○外国人材の採用について
○自動車総合商社の人事部長による採用事例のご紹介
○経営コンサルティング業界の人事マネージャーによる採用事例のご
紹介
○外国人を「雇用」する場合の留意点について
○個別相談会
■対象
都内に本社または主たる事業所がある中小企業(常時雇用労働者が概
ね 300 人以下)

■日時
平成 29 年 6 月 12 日(月) 13:00～16:00(受付開始 12:30)
■場所
TKP 東京駅前カンファレンスセンター ホール 4A
(中央区八重洲 1-5-20 石塚八重洲ビル 4F)
■費用 無料
■詳細及び申し込み
URL https://r-hataraku.jp/company/event/seminar-2/
■お問合せ
(株)パソナ グローバル事業本部 グローバルドゥタンク事業部
「中小企業の外国人材受入支援事業」運営事務局
TEL 03-6734-1266
E メール gaikokujinzai@pasona.co.jp
※本事業の事務局は、都より株式会社パソナに運営を委託しておりま
す。
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【9】「町工場シンガポールツアー＆町工場相談会」参加者募集
────────────────────────────────
本ツアーでは、アジア随一のベンチャー集積都市であるシンガポール
において、東南アジア 5 か国から 20 以上の優秀なものづくりベンチャ
ー達と交流できる町工場相談会を実施します。
板橋区のものづくり企業とアジアトップクラスのベンチャー達と交流
することで、今後の事業拡大や新規事業進出、海外進出のきっかけづく
りを行うことで、区内産業の活性化を目指します。
■開催期間
平成 29 年 7 月 27 日(木)～31 日(月) 3 泊 5 日
■対象
板橋区内事業者であり、事業拡大、新規事業開拓、海外展開、ベンチ
ャーや研究機関との協業を検討されている経営者、幹部、技術者の皆
様
■旅行代金
おひとり様 1 室利用 250,000 円(税込み)
■募集人数
10 名程
■申込期限
平成 29 年 6 月 8 日(木) ※満席になり次第締切

■お申込及び詳しくは
URL http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_event/083/083718.html
■お問合せ
＜事業に関すること＞
板橋区産業振興課活性化戦略グループ
TEL 03-3579-2193
＜ツアーに関すること＞
(株)リバネス 地域開発事業部
TEL 03-5227-4198
▽展示会・イベント━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【10】第 2 回 ビジネスマッチング in 東京 受注企業募集
＜都公社＞
─────────────────────────────
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 7 月 24 日(月) 13:00～17:00
■会場
都立産業貿易センター台東館 4 階展示室(南側)
(台東区花川戸 2-6-5)
■対象
都内に事業所を持ち、発注企業情報(発注案件)に対応可能な中小企業
様
■募集数
75 社程度(募集数に達し次第、締め切ります)
■申込期限
平成 29 年 6 月 16 日(金) 17:00
■参加費 無料
■発注企業情報(発注案件)、申込方法等、詳しくは
URL http://www.tokyokosha.or.jp/topics/matching2017/index4.html
■お問合せ
東京都中小企業振興公社 総合支援部 取引振興課
TEL 03-3251-7883 FAX 03-3251-7888
E メール bm@tokyo-kosha.or.jp

▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【11】ＬＥＤ照明等節電促進助成金の申請案内
＜都公社＞
■助成対象事業者
都内において製造業を営んでいる中小企業者及び中小企業グループ
■助成対象事業
公社が行う節電診断の結果に基づき、節電対策設備を工場建物内に設
置する事業。
都内に本社があり、都外の工場に設置する場合は、茨城県、栃木県、
群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県及び山梨県に限り対象となります。
■助成対象設備
1 ＬＥＤ照明器具
ＬＥＤモジュールが組み込まれたベースライト形、ダウンライト
形、スポットライト形、高天井形等の製品で次に掲げる要件を満た
しているものであること。
・電気用品安全法(昭和 36 年法律第 234 号)に定める技術上の基準に
適合しているもので、製品へのＰＳＥマークの表示及び製造事業者
等において同法第 3 条の規定による電気用品製造(輸入)事業の届出
がなされているもの。ただし、国等による環境物品等の調達の推進
等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)の基準に適合しているも
のが望ましい。
・消防法又は建築基準法で設置が義務付けられていないもの。
2 デマンド監視装置
電力量計に接続し、電力使用量を監視し、あらかじめ設定した電力
使用量に近づくと警報を発報等する装置を有するもの。
3 進相コンデンサ
電気回路において力率を改善するために導入するもの。
4 インバータ
周波数や電圧、電流を制御することによって、動力設備の運転量を
制御し、省エネルギーに寄与するもの。
■助成対象経費
助成対象設備の購入費、工事費等のうち、公社が必要かつ適切である
と認められる経費。
■助成率及び助成限度額
・助成率 助成対象経費の 1/2 以内
・助成限度額 1,500 万円(下減 30 万円)
■申請期間
平成 29 年 6 月 1 日(木)～平成 29 年 11 月 24 日(金)
・申請期間中は常時受付。但し助成枠に達した場合は、早期に終了す
ることがあります。
・申請は、事前に公社までご連絡いただき、御来所される日時を予約
してください。また、申請者御本人が公社窓口にて申請書類を提出

してください。
■詳しくは
http://www.tokyokosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/led.html
■申請・問い合わせ
東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
(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 03-3251-7889
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【12】
「経営力向上計画」のご案内
＜中小企業庁＞
────────────────────────────────
中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や
財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管
大臣に申請していただき、認定されることにより固定資産税の軽減措置
や各種金融支援が受けられます。
■詳しくは
URL http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
■お問合せ
中小企業庁 経営力向上計画相談窓口
TEL：03-3501-1957
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【13】労働移動支援助成金(移籍人材育成支援コース)のご案内
＜厚労省＞
次のいずれかにより受け入れた労働者に対して、訓練を実施（Off-JT の
み、または Off-JT と OJT)を行った事業主に対して助成をいたします。
(1)移籍による労働者の受け入れ
(2)在籍出向から移籍への切り換えで労働者を受け入れ
※平成 29 年 4 月 1 日から助成金の名称を変更しました。
(変更前)労働移動支援助成金(キャリア希望実現支援助成金/移籍人材育
成支援)
(変更後)労働移動支援助成金(移籍人材育成支援コース)
■主な受給要件
受給するためには、次のすべての措置をとることが必要です。
(1）
対象労働者を次の a～b のいずれかにより受け入れ、
訓練を行うこと。
a 移籍により、移籍元事業主での離職日から 6 か月以内に期間の定め
がない労働者として受け入れる。
b 在籍出向により受入れた上で、受入れの日から 6 か月以内に、移籍
に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。
(2)職業訓練計画を作成する。

(3)職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前
に認定を受ける。
(4)職業能力開発推進者を選任する。
(5)(3)により認定を受けた計画に基づき、対象者の受け入れた日から 1 年
以内に訓練を開始する。
※紹介予定派遣の場合は申請事業主(派遣先)が雇い入れた日、有期で
雇い入れた場合は有期で雇い入れた日
(6)訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。
この他、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。
■詳しくは
URL
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123074.htm
l
■お問合せ
労働局、ハローワーク
▽補助金・助成金━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【14】労働移動支援助成金(中途採用拡大コース)
＜厚労省＞
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大（中途採用率を向
上させること、又は、45 歳以上の方を初めて中途採用すること）を図り、
生産性を向上させた場合に助成をいたします。
■主な受給要件
受給するためには、(1)の対象労働者に(2)～(4)の全ての措置をとるこ
とが必要です。
(1)対象労働者
次のａ～c のいずれにも該当する方。
a 申請事業主に、中途採用により雇い入れられた方。
b 雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れら
れた方。
c 期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇
い入れられた方。
(2)次の a、b にかかる 中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け
出ること。
a 中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、
雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備。
b 中途採用計画の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)(※)内
の中途採用の拡大。
(※)中途採用率の向上を図る場合は 1 年間、45 歳以上の方の初採
用に取り組む場合は 1 年以下で申請事業主が定める期間。
(3)中途採用計画期間に、
次の a 又は b の中途採用の拡大を図ること。
a 中途採用計画期間より前の中途採用率が 50％未満の事業所が、
中途採用計画期間内に中途採用率を 20 ポイント以上向上させ
ること。
b 中途採用計画期間より前に 45 歳以上の方を中途採用したこと

がない事業所が、中途採用計画期間内に 45 歳以上の方を初めて
中途採用したこと。
(4)生産性を向上させること
支給申請を行う直近年度の生産性が、その 3 年度前の生産性と比
較して 6％以上伸びていること。
この他、助成金を活用できる事業主等については、さまざまな要件が
あります。また、雇用関係助成金共通の要件もありますので、詳しくは
お問い合わせください。
■詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160737.htm
l
■お問合せ
労働局、ハローワーク
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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
＊＊＊＊＊************************

