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統一地方選挙後半戦の結果も判明し、板橋区議

会では、多くの新人議員が誕生したようです。 

産業連合会でも、「令和元年」の今年は改選期に

あたっており、支部役員さんの顔ぶれにも異動が

ありました。 

５月 17 日の総会では、平成 30 年度決算の承

認に加えて、理事と監事の選任決議という一大イ

ベントが予定されています。多くの会員の皆さま

のご出席をお待ちしています。 

 

《定期総会（懇親会）のご案内》 

 ４月５日付けでお送りしたご案内の内容は以下

のとおりです。 

『2019 年度定期総会』 

■日 時 2019 年５月 17 日（金） 

午後４時から 

■場 所 板橋産連会館 ３階 

■懇親会 午後５時 15 分から（予定） 

  総会終了後、同会場で行います。 

懇親会費はお一人 7,000 円 

懇親会にお申込みの際は、お手数ですが事前

に下記の口座に会費をお振込みください。 

 

巣鴨信用金庫 板橋支店 

普通 ・ ８１２４４１ 

一般社団法人板橋産業連合会 

会長 大島隆夫 

   

※恐れ入りますが、振込手数料は引かずにお振り 

込みください。 

ニュース 

■欠席されるとき 

  総会の決議が有効とされるためには、正会員

の過半数の出席が必要です。（定款 17 条 1 項） 

  正会員の方が総会を欠席する場合は、出欠連

絡はがき下部に印字された「代理人選任届」に

必要事項を記入し、忘れずにご提出ください。 

 

【問い合わせ】 

板橋産業連合会事務局 電話 03-3962-0131 

 

 

 

懇親会費はお一人 7,000 円 

懇親会にお申込みの際は、お手数ですが事前に

下記の口座に会費をお振込みくだ 
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産連定期総会は５月１７日（金） 

～出欠連絡、忘れていませんか～ 

――― 今月のメニュー ――― 
 

◆ 定期総会案内            １Ｐ 

◆ 工業統計調査          ２Ｐ 

◆ 春の全国交通安全運動       ３Ｐ 

◆ 商談会（品川）・講習会・講座案内  ４Ｐ 

◆ 板橋産業技術支援センター利用案内 ５Ｐ 

◆ 公設試験研究機関等利用助成金   ５Ｐ 

◆ テニス大会・野球大会参加者募集  ６Ｐ 

◆ 活動報告、行事予定、支部行事など ６Ｐ 
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「工業統計調査」は我が国の工業の実態を明らか

にすることを目的とした統計法に基づく報告義務が

ある重要な統計調査です。 

調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資

料として利活用されます。 

調査時点は 2019 年 6 月１日です。 

５月中旬～６月中旬に、東京都知事から任命され

た統計調査員がお伺いしますので、ご協力をお願い

します。 

また、6 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日にかけ

て、「2019 年経済センサス‐基礎調査」が実施さ

れます。この調査は、わが国のすべての産業分野に

おける事業所の活動状態等の基本的構造を全国及び

地域別に明らかにするとともに、事業所・企業を対

象とする各種統計調査の母集団情報を整備すること

を目的とした重要な調査です。 

※調査内容は統計以外の目的に利用されることはあ

りません。 

※調査員は東京都知事発行の調査員証を携帯してい

ます。 

【お問い合わせ】板橋区役所総務部総務課統計係 

電話 03-3579-2057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施期間 

5 月 11 日（土曜）から 5 月

20 日（月曜）までの 10 日間 

 

交通事故死ゼロを目指す日 

5 月 20 日（月曜） 

 

重点 

1.子供と高齢者の安全な通行の

確保と高齢運転者の交通事故防

止 

2.自転車の安全利用の推進 

3.飲酒運転の根絶 

4.全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

5.二輪車の交通事故防止               ポスターダウンロードはこちら 

2019年 工業統計調査・経済センサスが実施されます 

「春の全国交通安全運動」５月 11 日（土）から 20 日（月） 
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■日 時  ５月 30 日（木）・31 日（金） 

      10 時～16 時 30 分 

■会 場  池袋労働基準協会 研修室 

      豊島区池袋 1-8-8 

■受講料  9,000 円（基準協会会員） 

      10,404 円（非会員） 

■定 員  20 名 

 

講習会の内容や申し込み方法などは、池袋労働

基準協会のホームページでご確 

認ください。 

ホームページには、様々な講 

習会やお役立ち情報が掲載され 

ています。 

   ホームページはこちらから 

池袋労働基準協会 電話 03-3988-6344 

URL：http://www.ikerokyo.or.jp/ 

広域ネットワークを生かして、広範囲の受発注

企業が集う「ものづくり商談会」が今年も開催さ

れます。 

品川区を核に、板橋・目黒・江戸川・荒川・足

立の各区と、さいたま市内の中小製造業者が参加

します。 

 

■日 時  ９月３日（火）１３時～１７時 

■会 場  品川産業交流施設［SHIP］ 

 ３階 大崎ブライトコアホール 

■面談方式 あらかじめ提出する希望調査をもと

に商談の組み合わせを決定します。 

１回２０分程度の商談を最大で６回

実施する予定です。 

■参加費  無料 

 

参加申し込みは、発注側締め切りが５月１５日、

受注側締め切りが５月３１日となっています。 

 

【お問い合わせ】                  

板橋区産業振興公社 

中小企業サポートセンター 

事業第一グループ 

電話 03-3579-2192 

ホームページはこちらから 

 常時使用する労働者が 10 人以上 50 人未満（派

遣・パートを含む）で、以下の業種の事業場につ

いては、事業場ごとに安全衛生にかかる職務を担

当する「安全衛生推進者」を選任することが労働

安全衛生法で義務づけられています。 

 

《安全衛生推進者の選任が必要な業種》 

建設業、運送業、清掃業、製造業（加工業を含む）、通信業、

電気業、機械修理業など、詳細は主催者ホームページでご確

認ください。 

 

労働基準監督官による臨検監督では、過半数の

事業場で法違反が指摘されています。 

労基法違反に対しては是正勧告ばかりでなく、

刑事罰が科せられることもあります。 

先月施行された 36 協定による時間外労働の上

限規制などを含め、人事・労務担当者が知ってお

くべき基本的事項についての実務基礎講座です。 

 

■日 時 ６月 24 日（月）10 時～16 時 30 分 

 

■会 場 「ＢＩＺ新宿」 

     新宿区西新宿６－８－２ 

  

詳細は、上記の池袋労働基準協会のホームペー

ジでご確認ください。 

 

 

 

 

 

■■■ものづくり商談会 品川区など共催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■■■実践基礎講座「人事・労務担当者の 

ための労基法」 

～労基法違反に問われないために、 

元監察官の講師がわかりやすく解説～ 

（一社）池袋労働基準協会共催 

 

                       

■■■安全衛生推進者要請講習会        

（一社）池袋労働基準協会主催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商談会・講習会・講座のご案内 
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《板橋区産業振興課》 

板橋産業技術支援センターは開所以来 7 年が経過しました。当センターでは、各種試験機器のご利用

だけでなく、東京都立産業技術研究センターと連携した技術相談も行っています。 

 

《平成 30 年度利用状況》 

 現在、登録されている企業は 279 社あります。平成 30 年度は 74 社で 970 回の利用がありまし

た。右の図 1 はご利用企業の地域別内訳です。 

 

板橋区内の企業では、34 社で 505 回のご利用をい

ただき、利用頻度につきましては、20 回以上利用さ

れた企業が4社、10回以上が4社、5回以上が6社、

２回以上が 6 社、1 回が 8 社でした。 

 

《機器の利用状況》 

 当センターでは大中小恒温恒湿槽、高温恒温槽など

の環境試験機、万能試験機、硬さ試験機、三次元測定

機、蛍光 X 線分析装置、マイクロスコープ、表面粗さ

測定機、測定顕微鏡などの計測機器類のご利用ができ

ます。下の図 2 は板橋区内の企業が利用した機器別の利用内訳です。 

板橋産業技術支援センターを、板橋産業

連合会の皆さま方の身近な技術相談、機器

利用施設として、これからもぜひご活用く

ださい。利用予約は、電話で受付、当日で

も機器類が空いていればすぐにご利用い

ただけます。 

【お問い合わせ】 

板橋産業技術支援センター 

電話 ： 03-3960-2800、2801 

FAX ： 03-3960-2802 

E-メール：sg-senryaku 

@city.itabashi.tokyo.jp 

ホームページはこちらから 

板橋区舟渡 3-5-8 板橋区立ものづくり研究開発連携センター第一ビル  4F 

 

   

 

 

 

板橋産業技術支援センターからのご案内 

34 
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板橋区 北区 都内 他県 

図-1 

板橋区産業振興公社の助成金が使えます 

板橋産業技術支援センターの利用料等のう

ち、対象経費の 3 分の 2（上限 10 万円）が助

成されます。（平成 31 年度の予算枠に達し次第

終了になります。） 

図-２ 

このほか多くの公的試験機関が補助対象に

なっています。 

詳しくは板橋区産業振興公社 

に直接お問い合わせください。 

ホームページはこちらから 

確認ください。 
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東京労働基準協会『安全衛生研修センター』が主催する 

 

 

 

《板橋区主催事業》 

商売繁盛のヒントがここに･･･！ 今年度で 4 回目となる、小阪裕司氏による特別講演会の開催が決

定いたしました。商業から工業まで様々な職種・業種の方を対象とした講演会となっておりますので、

たくさんの方のご応募お待ちしております。 

 

■日 時  5 月 28 日（火） 

受付 18 時～ 

講演 18 時 30 分～21 時 

■場 所  板橋区立文化会館 大ホール 

板橋区大山東町 51－1 

■定 員  1,000 人（先着順） 

■参加費  無料 

■参加対象  板橋区内にお勤めの方または区内で 

   会社・店舗等を経営されている方 

■講 師  オラクルひと・しくみ研究所 代表/博士（情報学）小阪裕司氏 

■主 催  板橋区 

 

【お問い合わせ・お申し込み】  

板橋区産業振興課商工振興グループ  電話 03-3579-2171 

ＵＲＬ：https://itabashi-kohsha.com/archives/11158#form   ホームページはこちらから 

 

 

 

         技能講習・特別教育などのご案内 

 東京労働基準協会の安全衛生研修センター

（江戸川区中央１－８－１）で実施しているフ

ォークリフトなどの技能講習や特別教育、受験

講習などのスケジュールは、東京労働基準協会

（略称＝東基連）のホームページでご確認くだ

さい。 

 

◇講習会等のお申し込みはインターネット、ま

たは申込書でのお申込みです。 

【お問い合わせ】 

東基連 安全衛生研修センター 

電話 03-5678-5556 

URL: http://www.toukiren.or.jp/index.html        ホームページはこちらから 

～見える人にしか見えない商売繁盛の仕組みづくり～ 

『心の時代』にモノを売る方法 
講演会 

技能講習 
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板橋産業連合会今後の主な予定 支 部 活 動 予 定 

■日 時 6 月 2 日（日）午前 9 時開会 予備日あり 

■会 場 板橋区立新河岸テニスコート   

■対 象 板橋産業連合会会員企業に勤務する方   

■種 目 男女別ダブルス  

■入 賞 男女とも優勝・準優勝  

■参加費 1 チーム 3,300 円 

ホームページはこちらから 

 

 

詳細はニュース内の記事、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

■■■第３７回 板橋産連公式テニス大会   ■■■第６９回 板橋産連軟式野球大会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

                                             

                         

役員会・専門委員会などの活動状況 
○ 平成 30 年度定期監査 

開催日：4 月 17 日 午前 11 時 
出席者：監事 2 名及び会計担当副会長 2 名 
内 容：平成 30 年度事業報告及び会計決算等について監査を実施した。 

○ 2019 年度 第１回建設準備委員会 

開催日：４月 25 日 午後３時 30 分 
出席者：大島委員長ほか 
内 容：３月８日に開催した金融機関説明会の結果を報告し、今後のスケジュール等を検討した。 

○ 4 月役員会（理事会） 

開催日：４月 25 日 午後５時 
出席者：大島会長ほか 
内 容：各支部長から提出された支部役員及び専門委員を承認するとともに、総会議案等を審議・決定した。 

   
   
  

 

開催日 行  事 備 考 

 ５／17(金) 
板橋産業連合会 

２０１９年度定期総会 
産連会館３階 

 ６／ 2(日) 板橋産業硬式テニス大会 新河岸庭球場 

 ６／16(日) 
板橋産業軟式野球大会 区営野球場 

 

開催日 行  事 備 考 

５／10(金) 志村支部総会 みかど旅館 

５／13(月) 坂下支部総会 未定 

５／14(火 板橋大山支部総会 
グリーンホール

６階 

５／29(水) 徳丸成増支部 よし邑 

 
 
《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。》  

テニスと野球 募集中！ 〈板橋産連主催事業） 募集中 

■会 期 6 月 16 日（日）より毎日曜日（予定）  

■球 場 板橋区荒川戸田橋グラウンド、小豆沢

野球場 他  

■対 象 板橋産業連合会会員企業チーム  

■試 合 トーナメント方式（A 級・B 級）  

■入 賞 A 級、B 級とも、優勝、準優勝  

■参加費 1 チーム 13,000 円 

（スポーツ保険料込） 

詳しくは板橋産連のホーム 

ページでご確認ください。 

 

ホームページはこちらから 


