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お知らせ 働き方改革関連法による新制度がいよいよ施行 

① 時間外労働の上限規制が導入されます（※中小企業は２０２０年４月より） 

  ３６協定で定める時間外労働に罰則付きの上限が設けられ、月４５時間、年３６０時間が原則と 

 なります。 

  臨時的な特別な事情がある場合でも年７２０時間、単月１００時間未満（休日労働含む）、複数月 

 平均８０時間（休日労働含む）を限度に設定する必要があります。 

 

② 年次有給休暇の確実な取得が必要です 

  使用者は、１０日以上の年次有給休暇が付与される全ての労 

 働者に対し、毎年５日、時季を指定して有給休暇を与える必要 

 があります。取得させなかった場合は罰則規定があります。 

 

③ 正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます 

               （※中小企業は２０２１年４月より） 

  同一企業内において、正社員と非正規社員（パートタイム労 

 働者、有期雇用労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞与な 

 どの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 

 

関連法の詳細は厚生労働省ホームページ『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html 

                      <厚労省の 36協定届等作成支援ツールはこちら> 

               https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/        

support.html    
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平成３１年度 

 健康保険料率・雇用保険料率について  

 平成３１年度の協会けんぽの保険料率は

３月分（４月納付分）から改定されます。 
 平成３０年度  平成３１年度 

茨城県 ９．９０％ ９．８４％ 

栃木県 ９．９２％ ９．９２％ 

群馬県 ９．９１％ ９．８４％ 

埼玉県 ９．８５％ ９．７９％ 

千葉県 ９．８９％ ９．８１％ 

東京都 ９．９０％ ９．９０％ 

神奈川県 ９．９３％ ９．９１％ 

山梨県 ９．９６％ ９．９０％ 

 
 なお、平成３１年度の雇用保険料率は現在
（2/21 時点）公表前ですが、平成３０年度
から据え置きになる見通しです。 
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金属調印刷を施した時計文字盤など 

 

表 彰 
株式会社技光堂（板橋大山支部）の技術を使った事業化提案に最高評価！ 

「東京ビジネスデザインアワード」発表 
 すぐれた技術や素材を持つ都内のものづくり

中小企業とデザイナーの協業による新ビジネス

創出を目的としたデザインコンペ「東京ビジネス

デザインアワード」（主催：東京都、運営：（公

財）日本デザイン振興会）の各賞がこのほど発表

され、株式会社技光堂様（板橋大山支部）の「立

体視・金属調印刷」技術を活用した新規事業案

「『立体視・金属調印刷物』を唯一無二の素材に

するための事業提案」が最優秀賞に選出されまし

た。 

 今回、同社とタッグを組んでデザイン・プレゼ

ンを行ったのは株式会社Ｋｅｎｍａ（新宿区）。

透明な樹脂への金属調印刷によって、腕時計事 

業や、ＢｔｏＢ向け事業、インターフェース制作

などに展開するなどのビジネスモデルを提案。見

事に最優秀賞に輝きました。 

 「立体視・金属調印刷物」は平成２９年度の「板

橋製品技術大賞」で板橋産業連合会賞を受賞され

ており、技光堂様の豊富な経験と高い技術力が改

めて評価された形です。 

 

東京ビジネスデザインアワード ホームページ 

 https://www.tokyo-design.ne.jp/award.html 

 

表 彰 
株式会社サンレモン（坂下支部） 

第９回いたばし働きがいのある会社賞を受賞！ 
 経営理念の共有など社員の“働きがい”に着目

し、実際に働きがいを感じている社員が集い、業

績を伸ばしている企業を表彰する「第９回いたば

し働きがいのある会社賞」を、株式会社サンレモ

ン様（坂下支部）が受賞されました。 

 「社員の幸せを大切にする経営理念」「職場環境

改善のための社員の提案、自発性」「社内研修や学

習会を通した学習と成長を支援するための取組」

「積極的なパート社員から正社員への登用制度の

整備、その先のキャリアアップ」等が評価され、

今後の企業の飛躍が大いに期待される企業として

の表彰です。 

 

いたばし働きがいのある会社賞ホームページ 

 http://itabashi-kohsha.com/archives/5619 

 

動画制作セミナー風景 
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表 彰 
東京商工会議所板橋支部主催 

第１２回板橋青年優秀技能者・技術者表彰 
 「技能者・技術者としての誇りと意欲の高揚」及び「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、板橋区の製造業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」で会員企業の時代を担う技能者・技術者の皆

さまが表彰されました。おめでとうございます。 

 

   会員企業受賞者一覧（順不同・敬称略） 

    株式会社ＴＯＫ  澁澤 直久   トーハツ株式会社  今井 宏之 

       同     志村 正臣       同      清水 祐矢 

       同     中谷 孝志   理研計器株式会社  北山 英希 

    株式会社トプコン 見間 健太 

 
 

活動報告 
今注目の先端施設「リコー環境事業開発センター」を訪問！ 

平成３０年度板橋環境管理研究会工場見学会 
 板橋環境管理研究会の工場見学会が２月２０日、リコ

ー株式会社の御殿場事業所環境事業開発センター（静岡

県御殿場市）で開催されました。 

 同社の創立８０周年記念事業の一環として、複写機工

場の跡地に開設された同センターは、多くの見学者が訪

れる環境に携わる皆さんに人気の施設です。 

環境視点での［創る］［続ける］［魅せる］の三つの機

能を併せ持つ同センターは、従来主流だった環境配慮型

製品の提供に止まることなく、地球環境の未来を見据え

た環境事業創出の最先端基地であり、参加者の皆さんは 

時間が経つのも忘れ興味深く施設内を見学していました。 

 

 

ご案内 
（公財）板橋区産業振興公社からのお知らせ 

ものづくり補助金の申請が始まっています･･･。 

補助金申請サポート集中相談会（無料） 
 平成３０年度の経済産業省補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」(ものづ

くり補助金) の公募が始まっています。これに合わせ板橋区産業振興公社が、補助金の申請に必要

な計画書のつくり方をはじめ、申請書提出までをアドバイスする無料相談会を開催します。 

○概 要 ※ものづくり補助金の詳細は、東京都中小企業団体中央会ＨＰをご覧ください。 
【対象事業】 

 中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発、試作品開発、 

 生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の一部。 

【相談会概要】 

 ①日 時:平成３１年３月の火・金曜日 いずれも９：００～１７：００ 

  会 場:板橋区産業振興公社 

 ②日 時:平成３１年３月９日(土) ９：３０～１６：００ 

  会 場:(公財)板橋法人会館３階会議室(板橋区氷川町３９－２) 

  対 象:板橋区・北区に本社または事業所がある中小企業で、申請を具体的にお考えの方 

  費 用:無料 

  ◎詳細・お申し込み方法等は同封の案内チラシまたは下記ホームページをご覧ください。 

   http://itabashi-kohsha.com/archives/7429 

先端的な取り組みの説明を聞く参加者 
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ご案内 
平成３１年度中小企業支援関連予算 

省エネ補助金（省エネルギー投資促進に向けた支援等補助金）について 
 「省エネ補助金（正式名称：省エネルギー投資促進

に向けた支援等補助金）」とは、事業者の省エネ関連

設備への投資を支援するための資源エネルギー庁が

推進している助成金制度です。 

 補助金は「事業所単位」「設備単位」で区分され、

特に「設備単位」での「高効率照明」及び「高効率空

調」の件数が大半を占め（申請件数３，００７件中照

明・空調関連は２，７０１件）、ＬＥＤ照明や高性能

エアコンへの入れ替え等で多く利用されています。 

 非常に人気の補助金ですが（補助率１／３）、例年

５～７月に公募が行われ、年度の初期に申請受付が締

め切られます。 

 補助金詳細及び最新情報については、資源エネルギー庁ホームページで最新の情報をご確認くだ

さい。また、板橋産連ニュース、産連ホームページ及び産連フェイスブック等でも随時情報を発信

します。 

  資源エネルギー庁ホームページ 

   http://www.enecho.meti.go.jp/ 

ご案内 
新製品・新技術開発に係る経費の一部を助成 

２０１９年度 開発チャレンジ補助金 
「最大３００万円の助成！」 

 新製品・新技術を開発予定の板橋区内の事業者様、開発に係る経費への助

成金です。アドバイザーを派遣し技術課題の相談、公社のサポートによる採択

後の事務の負担の軽減等、さまざまな課題に対応できるサポートメニューによ

り製品化をしやすい制度になっています。この機会にぜひご利用ください。 

 

◎詳細・お申し込み方法等は下記ホームページをご覧ください。 

http://itabashi-kohsha.com/archives/10136 

ご案内 東京労働基準協会連合会(東基連)技能講習会 

 東基連では技能講習、特別教育等の各種講習会を行っています。 

 新年度のスケジュールが決定しています。お申し込みはお早めに！ 

 技能講習：フォークリフト、玉掛け、ガス溶接 等 

 特別教育：アーク溶接、高所作業車 等 

 受験講習：衛生管理者、エックス線作業主任者 等 

 そ の 他：職長教育、安全衛生推進者 等 

○講習会のお申込み方法は、「インターネットによるお申込み」「申込書利用によるお申込み〔銀

行振込・現金書留・来所〕」となっています。 

○講習会場は原則として東京労働基準協会連合会講習会場（江戸川区中央 1-8-1内宮ビル・ＪＲ新 

 小岩駅より 徒歩 17分）です。 

 

※（公社）東京労働基準協会連合会 電話 03(5678)5556までお問合せの上、お申し込み下さい。 

 ◎講習科目、スケジュール等詳細は下記ＵＲＬからご確認ください。 

  https://www.toukiren.or.jp/subject/schedule.php 
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イベント 
第６５回 産連ボウリング大会の結果 

チーム「新日鐵住金Ｂ(新日鐵住金㈱)」が優勝！ 
 恒例の板橋産連ボウリング大会が２月２２日、トミコシ高島平ボウルで開催されました。 

 団体、個人ともにスコアが拮抗し、どなたにも優勝のチャンスがある中で、見事栄冠を勝ち取っ

たのは、団体の部では新日鐵住金株式会社「新日鐵住金Ｂ」チーム、個人戦では森本鐵鋼産業株式

会社の小坂一成選手が優勝しました。 

 １１チーム、３３名の皆さまにご参加いただき、大

変盛況となりました。ありがとうございました。 

 次回は９月に開催予定です 
 

成績一覧 

団体の部 （敬称略） 

（敬称略） 各 賞 会 社 名 チーム名 

優 勝 新日鐵住金㈱ 新日鐵住金Ｂ 

準優勝 ㈱ＴＯＫ ＴＯＫ－Ｂ 

３ 位 ㈱技光堂 
ＧＩＫＯＤＯＺ 

２軍 

個人の部 （敬称略） 

各 賞 会 社 名 氏  名 

ハイシリーズ賞 森本鐵鋼産業㈱ 小坂 一成 

２ 位 ㈱ＴＯＫ 本田 渉 

３ 位 ㈱ＴＯＫ 張 華 

ご案内 
宇都宮大学の教授陣が御社のアドバイザーに！ 

  光学サポートオフィス（Ｕ－Ｉ Ｃｏｎｔａｃｔ）開設 

 板橋区と連携協定を締結している宇都宮大学では、光学サポートオフィスを板橋区情報処理センタ

ービル５階に開設しています。 

 宇都宮大学の著名な教授陣による相談窓口です。技術的な課題の解決

や技術面での高度化にお役立てください。 

会  場:板橋区情報処理センタービル５階(板橋区板橋 2-65-6) 

アクセス:東武東上線「大山」駅 北口・南口から徒歩約 10分 

     都営三田線「板橋区役所前」駅 A3出口から徒歩約 5分 

日  時:毎月第１・第３火曜日(年始・休日にあたる場合は休止) 

     下記(1)～(3)のうち希望する時間帯 

     (1)13:00-14:00 (2)14:00-15:00 (3)15:00-16:00 

申し込み:予約制(メール) 

相 談 員:宇都宮大学教授/黒田和男、武田光夫、小野明 

     (３名のうち１名が対応) 

費  用:無料 

  ◎詳細・お申し込み方法等は下記ホームページをご覧ください。 

   http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/090/090635.html 

団体の部優勝の新日鐵住金Ｂチーム 

個人の部優勝の森本鐵鋼産業㈱小坂一成選手 
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行政情報 
東京都中小企業振興ビジョン 

～未来の東京を創るⅤ戦略～の概要 
 東京都における今後の中小企業政策の基本方針となる「東京都中小企業振興ビジョン」がこのほど

策定され、東京都のホームページで公表されました。主な内容は以下のとおりです。 

１．概要  

○都内中小企業が様々な時代の変化に的確に対応して輝き続けられるよう、中小企業振興を総合的か 

 つ計画的に進めるためのビジョンを作成 

○「都内産業の現状」や「３つの環境変化と社会経済の動き」の分析を踏まえ、「目指すべき姿」や 

 「達成目標」、「施策の方向性」などを明示 

○効果的な施策展開を実現するための取組についても取りまとめるとともに、２０２０年東京大会開 

 催後の先の未来を見据え、概ね１０年程度の期間をビジョンの対象 

 

２．都内産業の現状  

(１）世界でも最大級を誇る東京の人口・経済規模 

  ○都人口：約 1,300万人✓全国の約 1割  ○都内総生産：約 105兆円✓全国の約 2割 

  ●国内総生産に占める都内総生産の割合は低下 

(２） 多様な産業の集積 

  ○ものづくり中小企業、情報通信業が集積  ○大企業や大学等も多数立地 

  ●製造業や卸売・小売事業所数は低下傾向 

(３）産業を支える都市インフラ 

  ○充実した高度な都市インフラ  ●計画的な更新が必要 

 

３．３つの環境変化と社会経済の動き  

〇３つの大きな変化 

      【グローバル化の進展】  【ICT技術の広がり】  【人口の減少】 

 

〇社会経済の動き 

 ✓製造業における競争の激化  ✓産業構造の変化      ✓世界を目指す企業 

 ✓サービス化の進展      ✓ビッグデータ       ✓高齢化の影響 

 ✓経営面での新しい潮流    ✓シェアリングエコノミー  ✓慢性的な人手不足 

 ✓グローバル人材の活躍    ✓消費者の価値観の多様化  ✓働き方改革、多様性 

 ✓オープンイノベーションの機運の高まり  ✓厳しい地域経済 

 

４．ビジョンが目指すべき姿  

 

       【５つの目指すべき姿】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 持続可能性のある経営を実現 

（５） 多様な人材が中小企業で活躍 

（３） 世界有数の起業しやすい都市へと発展 

（２） イノベーション創出や海外展開による力強い成長 

（４） 小規模企業の活躍等による地域力の向上 

起 

業 

事
業
の 

成
長
・
発
展 

 

経
営
の 

安
定
・
継
続 

 

更
な
る
事
業
の 

成
長
・
発
展 

人 材 

企  業  の  基  盤 

地 域 

※概念図 
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５．達成目標及び５つの戦略と施策の方向性  

戦略Ⅰ 経営マネジメントの強化 

①ＩＣＴ化の推進や設備導入などによる生産性の向上 

②販路開拓の強化 

③経営の安定化に向けた基盤づくり 

④危機発生時の事業継続に向けた対策の推進 

⑤円滑な事業承継のためのサポート 

戦略Ⅱ 中小企業の成長戦略の推進 

①次世代型ものづくりのサポート 

②革新的な製品やサービスの創出への支援 

③オープンイノベーションの促進 

④社会的な課題解決に向けた開発への支援 

⑤中小企業の海外展開への後押し 

戦略Ⅲ 起業エコシステムの創出 

①起業が身近な選択肢となる環境の形成 

②ベンチャー企業の育成支援 

③世界に通用するベンチャー企業を数多く生み出す重点的な支援 

④女性の起業家等のより一層の活躍の後押し 

⑤質と量の両面からの着実な起業支援 

戦略Ⅳ 力ある地域経済に向けた基盤整備 

①地域のものづくり企業の集積を活かした産業の発展 

②小規模企業の持続的発展に向けたきめ細かい支援 

③商店街の活力向上のためのサポート 

④多摩・島しょ地域のポテンシャルを活かした産業の活性化 

⑤地域金融機関等からの円滑な資金調達 

戦略Ⅴ 材力の強化と働き方改革の推進 

①中小企業の成長を支える人材の確保と育成の強化 

②中小企業における中核人材の育成促進 

③多様な働き方を実現する職場環境の整備 

 

６．効果的な施策展開をするために  

①中小企業の振興に関する条例の理念等の実現 

②支援機関の強化 

③中小企業の利便性の向上 

④施策の認知度の向上 

  ◎詳細は東京都中小企業振興ビジョン関連サイトをご覧ください。 

   http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/01/28/11.html 

都内の黒字企業割合 

５０％超 

＜参考＞ 2016年度 32.0％ 
東京都「東京都税務統計年報」 

業績 成長の都内中小企業割合５５％以上 

＜参考＞ 2017年度 45.5％ 

東京都「東京都中小企業の景況」 
 

※ 売上高の対前年度比 

※ 

都内の開業率 

１２％ 

＜参考＞ 2017年度 5.9％ 
厚生労働省「雇用保険事業年報」 

都内全ての自治体の 

経済成長率 プラス ※ 

＜参考＞ 2016年 53％（33/62自治体） 
総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」 

 
※ 区市町村ごとの付加価値額の伸び率 

都内企業（従業員３０人以上）の

テレワークの導入率７０％ 

経済成長率 プラス ＜参考＞ 2018年度 19.2％ 
東京都「多様な働き方に関する実態調査（テレワーク）」 
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お知らせ 
～火の用心 一人ひとりの 心掛け～ 

３月１日～７日は「春の火災予防運動」 
 今春も「春の火災予防運動」が実施されます。住宅火災による死者を防ぐために、『寝たばこは絶

対にしない』『ストーブの近くには燃えやすいものを置かない』『コンロの火が袖口や体に触れないよ

うに注意する』の３点を特に留意しましょう。 

 

役員会・専門委員会の活動状況 
○第７回（１／３０）、第８回建設準備委員会（２／１８） 
開催日：１月３０日 午後５時、２／１８ 午後５時 
出席者：大島委員長ほか 
内 容：施設建設の前提となる金融機関の協力を得るため説明会を３月８日に開催することとしたほか、事業

者選定方法はプロポーザル方式とすること、実施に向けて実施要領を明文化することなどを決定した。 

○２月役員会 
開催日：２月１４日 午後５時 
出席者：大島会長ほか 
内 容：役員任期が５月の定時総会をもって満了になるため、次期理事や支部役員等の選出方法について協議

し、選出スケジュール等を決定した。 

○第２回厚生委員会 
開催日：２月２１日 午後４時 
出席者：佐々木委員長ほか 
内 容：今年度事業報告を行い、３１年度事業の検討を行った。  

  

板橋産業連合会今後の主な予定    支 部 活 動 報 告 

※詳細はニュース記事、ホームページ等でご確認ください。 

 
 
《板橋産連ニュースは、板橋区中小企業活性化事業補助金を活用して発行しています。》 

開催日 行  事 備 考 【坂下支部】 

 ２月１日西台の手打ち蕎麦「おかだ」にて坂下支

部新年会を行いました。 

 ご多用の中を３３名が参加されまして、弘田支部

長の挨拶、豊城副支部長の乾杯の後、一献を傾けな

がら近況や業界の情報交換等、時間を忘れて和やか

に盛り上がり、荒木監事の中締めでお開きとなりま

した。            （日本金属 富安） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
【志村支部】 

 ２月８日に旅亭みかどにおいて新年会を行いまし

た。（紙面の都合上記事は省略させていただきまし

た。ご了承ください。） 

【徳丸成増支部】 

 ２月８日に東武練馬のはなびしにおいて新年会を

行いました。（紙面の都合上記事は省略させていただ

きました。ご了承ください。） 

 ３／ ７(木) 
【受付中】 

求人対策セミナー 
ハイライフ 
プラザ 

 ３／ ８(金) 第２回事業委員会 
産連会館２階 
ＰＣ教室 

 ４／ ４(木) 
～ 

 ４／ ５(金) 

【募集中】【産連共催】 
 新入社員 
 合同ビジネスマナー研修 

銀座ブロッサム 
中央会館 

※記事前号掲載 

 ４／ ６(土) 
【先着順受付中】 

春の産連ゴルフ大会 
石坂 

ゴルフクラブ 

 ４／２５(木) ４月役員会 産連会館３階 

 ５／１７(金) 
板橋産業連合会 

２０１９年度定期総会 
産連会館３階 

 ２／１９(火) 
～ 

 ３／ ７(木) 

【募集中】 
 ３Ｄ ＣＡＤ講座 
 Ａコース  2/19～22 
 Ｂコース  3/ 4～ 7 

産連会館２階 
ＰＣ教室 

支 部 活 動 予 定 

 ４／ ４(金) 坂下支部ゴルフ大会 
大宮 
ゴルフコース 

 


