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二期目の会長就任が決まり挨拶に立った大島会

長は、米国に代表される自国第一主義の台頭や英

国の EU 離脱問題の混迷などを引き合いに、日本

経済の先行き不安に触れるとともに、動き出した

働き方改革や消費増税に対応せざるを得ない中小

企業の苦境を訴え、今後の業況に楽観は許されな

いと話しました。 

また、今秋開催のラグビー・ワールド杯の機運

が盛り上がっていない現状から、景気下支えの意

味からも成功させなければならいと訴えました。 

  

ニュース 

令和元年度の定期総会が５月 17 日、板橋産連

会館で開催され、平成 30 年度決算及び役員選任

議案が満場一致で承認されました。 

 

総会には議決権を持つ正会員５９社が参加、こ

れに委任状 213 社を加えた 272 社によって議

事が進められました。 

 はじめに、平成最後となる 30 年度決算につい

て審議が行われ、監査報告とともに満場一致で承

認されました。 

 続いて、任期満了に伴う理事・監事の選任が議

案とされ、2 月中旬以降、各支部長から推薦され、

選考委員会、理事会と手続きを踏み承認されてき

た候補者全員が、総会においても無事承認・決定

されました。 

 議案に続いて、平成 30 年度事業報告、令和元

年度事業計画、令和元年度収支予算、改選された

支部役員並びに専門委員会委員の氏名が報告さ

れ、いずれの報告事項とも満場一致で了承されま

した。なお、正副会長は同日開催された臨時理事

会で、次ページに記載のとおり決定しています。 

＊役員名簿は 2・３ページに、貸借対照表などの財

務諸表は６・７ページに掲載しています。 
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５月１７日 令和元年度定期総会開催  

― 新役員の布陣は次ページ ― 

 

                          ―― 令和元年春の叙勲 5月21日発表 ―― 

前トックベアリング社長（板橋産連前会長）吉川

宏さんが「旭日単光章」を受章されました。 

心よりお慶び申し上げます。 

〔目次〕２ページ･正副会長・理事・支部役員名簿 

３ページ ･････労働保険年度更新ほか 

４～７ページ ･･環境管理研究会ほか、財務諸表 

８ページ ･･････年金算定基礎届について、他 
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会   長  大島隆夫         〈敬称略・順不同 支部役員名の＊印は理事再掲です〉 

会計副会長  柳井 繁  長江洋介          

副 会 長  樋口 茂  佐々木善光  吉田 栄  鈴木 孝 

監   事  安達博一  井澤正男 

理事・支部役員 

〔板橋・大山支部〕 

【理事】   大島隆夫 〈㈱三星光機製作所〉   佐々木善光〈㈱佐々木建築設計〉 

        山田さち子〈㈲ジェーアンドエス〉  星亀賢一 〈㈱ホシカメ〉 

        森田 稔 〈㈱森田総商〉      高田修一 〈㈱むさし商事〉 

手塚清憲 〈手塚車輛工業㈱〉 

 【支部役員】 支部長：＊星亀賢一  副支部長：＊高田修一  副支部長：＊山田さち子 

        土屋洋一 〈㈱小泉・土屋建築設計〉 小野利器 〈㈱東京システック〉 

        萩原利光 〈㈱萩原商事〉      佐藤 昭 〈㈱サトーゴーセー〉 

        鈴木 明 〈㈲鈴木建具店〉     渡邉一史 〈㈱渡辺建築設計事務所〉 

    大場幸夫 〈㈱日装社〉       四分一秀明〈鈴正塗装工業㈱〉 

    柴田 實 〈㈲柴田印刷〉      山下聡一郎〈㈱山下商行〉 

    前田順一郎〈前田順一郎公認会計士事務所〉  

〔清水・前野支部〕 

 【理事】   齋藤智義 〈㈱サイトウ製作所〉   柳井 繁 〈㈱高梁特殊印刷〉 

        風戸将光 〈新日本化金㈱〉     武田和子 〈㈲アゼット〉 

        小島大介 〈日本琺瑯釉薬㈱〉    遠藤英明 〈㈱テクノ・アンサー〉 

 【支部役員】 支部長：＊齋藤智義  ＊遠藤英明 

        小林 勇 〈㈱タニタ〉       加藤眞一 〈㈲丸産印刷〉 

        井澤正男 〈㈱井澤〉        丸山久男 〈富士川機械㈱〉 

        林 一男 〈㈲林製作所〉      飯田賢一 〈㈲飯田紙器製作所〉 

        山田信夫 〈㈱山田紙工〉      秋草桂子 〈大日野工業㈱〉 

〔志村支部〕 

 【理事】   長江洋介 〈長江建材工業㈱〉    吉川 宏 〈㈱TOK〉 

三浦道男 〈三和ベンドサービス㈱〉 鈴木浩幸 〈凸版印刷㈱〉 

三代瀬誠宏〈東京都プリプレス・トッパン㈱〉 

 【支部役員】 支部長：＊三浦道男  副支部長：＊鈴木浩幸  ＊三代瀬誠宏 

        影山雅生 〈オリエンタル酵母工業㈱〉式田一雄 〈三華インキ㈱〉 

        高林 格 〈理研計器㈱〉      氏家卓哉 〈㈱トッパンテクノ〉 

〔坂下支部〕 

 【理事】   樋口 茂 〈㈱太平鉄工所〉     吉田 栄 〈日本無機化学工業㈱〉 

        荒木秀幸 〈みすゞ興業㈱〉     豊城勇一 〈丸豊工業㈱〉 

        吉川 孝 〈㈲HINODE〉      加藤公一 〈日本チョコレート工業協同組合〉 

        富安昌宏 〈日本金属㈱板橋工場〉                次ページに続く 

令和元年度―令和２年度 正副会長・役員名簿 
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労働保険の年度更新期間について 

平成３１年度労働保険の年度更新期間は 

６月３日（月）～７月１０日（水）です。 

 

【年度更新に関するお問合せ】 

年度更新コールセンター 電話 ０１２０－００８－７１５ （通話料無料） 

受付期間：令和元年５月３１日（金）～７月１２日（金）（土日祝日を除く） 

受付時間：９時～１７時 

 

池袋労働基準監督署では、下記の期間、年度更新申請書受理・相談コーナーを設置します。 

  ◇ 設置期間  ６月２４日（月）～７月１０日（水） 

 ◇ 時  間  午前９時３０分～午後４時 

 ◇ 会  場  池袋労働基準監督署 ４階会議室 

 【支部役員】 支部長：＊富安昌弘  副支部長：＊豊城勇一  副支部長：富山公子〈㈱富山工務店〉 

        副支部長：＊荒木秀幸  ＊吉川 孝  ＊加藤公一 

        柴 健一 〈那須興産㈱〉      弘田宜幸 〈弘田化学工業㈱〉   

        小川晋司 〈NSSLC サービス㈱〉  小原 寛 〈㈲小原事務所〉 

        増渕千人 〈㈱増渕商店〉      磯ヶ谷 充〈共栄交通㈱〉 

        本川藤邦 〈太盛運輸㈱〉      斉藤勝久 〈㈲丸源産業〉 

〔徳丸成増支部〕 

 【理事】   青木弘光 〈㈱青木メタル〉     川見猛峰 〈㈱川見電気工事店〉 

        永友正志 〈㈱内田工務店〉     鈴木 孝 〈㈱シントク〉 

        川見治朗 〈東方電設工業㈱〉 

 【支部役員】 支部長：＊川見猛峰  副支部長：＊永友正志  ＊青木弘光 

  ＊鈴木 孝  ＊川見治朗 

 

 

 

 

 

 

 

 6 月は全国安全週間を前にした準備期間に位置付けられています。 

 

平成 30 年の池袋労働基準監督署管内の休業 4 日以上の労働災害 

は 916 件（速報値）で、前年同期の 883 件比べ増加しています。 

「新たな時代に ＰＤＣＡ みんなで築こう ゼロ災職場」 

をスローガンに、労働災害の減少に取り組みましょう。 

労働保険年度更新に係るお知らせ 

全国安全週間  令和元年７月１日～７日 
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環境管理研究会の定期総会・懇親会及び研修会を下記のとおり開催します。 

 

■環境管理研究会第１回研修会 

日 時  ６月２１日（金）午後２時から午後 3 時 30 分 

 演 題  「省エネルギー対策セミナー」 

～中小規模事業所で役立つ省エネルギー対策を解説します～ 

講 師  東京都地球温暖化防止活動推進センター 技術専門員 大原宗治 氏 

 

■定期総会 

 時 間  午後４時（研修会終了後） 

 

■懇親会 

 時 間  午後 5 時から（予定） 

 会 費  １名 ３，０００円 

（当日ご持参ください） 

 

 会場はいずれも板橋産連会館３階会議室です。 

 会員の皆さまには既にご案内しておりますが、 

出欠の向きをはがきに記載のうえ、6 月７日（金）必着でご返信ください。 

なります。詳しくはホームページでご確認くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■先端設備等設備投資支援事業助成金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■■板橋区ものづくり企業 地域共生推進 

   助成金 

 

 

生産性及び経営力の向上を図るため、経営改善ま

たは事業の持続的発展を目的とした先端設備等の

設備投資に係る経費の一部を助成します。 

対象になる方や対象事業などは、板橋区のホーム

ページでご確認ください。 

■助成額 最大 200 万円（対象経費の 2 分の１） 

■申請受付期間 7 月 12 日（金）まで 

 

環境管理研究会 研修会・定期総会・懇親会のご案内 

板橋区の助成金のご案内 《板橋区産業振興課》 

 操業環境改善事業、住民受入れ環境整備事業、耐

震補強事業の 3 事業区分があり、助成限度額も異 

■■■板橋製品技術大賞募集  《区公社》 

 板橋製品技術大賞の募集が始まります。 

産連ニュースにチラシを同封して 

います。対象製品等をお持ちの 

企業様は奮ってご応募ください。 

募集締め切りは 7 月 5 日（金） 
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 本セミナーでは、中小企業が気軽に取り組める

よう、健康経営の基本的な知識から取り組み事例

まで、健康経営を始めるために必要な事項を丁寧

に解説していきます。 

 

■日 時  ６月 17 日（月） 

      午後 1 時～午後４時 

■会 場  渋谷区立商工会館 

      渋谷区渋谷 1－12－5 

■受講料  5,000 円（基準協会会員） 

      7,000 円（非会員） 

■定 員  80 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 

 

入管法が改正され、外国人を採用する際の注意

点などが変更されています。 

 

このセミナーでは、第 1 部で制度改正などにつ

いて行政書士が、第 2 部では外国人雇用の実際を

当会会員企業である大和合金株式会社の萩野源次

郎さんが、それぞれ講演します。 

 

今回の産連ニュースにチラシを同封していま

す。詳細や申し込み方法は、同封のチラシか板橋

区産業振興公社ホームページをご覧ください。 

 

■日 時  ７月２日（火）18 時 20 分～ 

■会 場  板橋区役所南館６階 教育支援セン

ターＢ・Ｃホール 

■参加費  無料 

 

【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 

 

 

 

 

■■■板橋区産業振興公社共催セミナー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秋の産連事業《事前予告》 

 

 

 

 

                      

 

 

 

■■■健康経営の基礎知識と進め方       

（一社）池袋労働基準協会ほか主催 

 

 社員の健康保持・増進が企業の収益性につなが 

るとの認識から、社員も企業も輝く組織づくりを 

めざす取り組みが官民で行われています。 

セミナー・講習会・講座のご案内 

産連秋の恒例事業の日程が決まりました。詳細・募

集時期は後日発表します。 
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板橋産業連合会今後の主な予定 支 部 活 動 報 告 

詳細はニュース内の記事、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

算定基礎届についての概要 

 健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大

きな差が生じないように、7 月 1 日現在で使用している全ての被保険者及び 70 歳以上被用者に 4～

6 月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、この届出内容に基づ

き、毎年 1 回標準報酬月額を決定します。 

(1)提出期間等 

  提出期間：７月１日から７月１０日まで 

  提 出 先：算定基礎届送付時に同封している返信用封筒により事務センターへ郵送または管轄の年

金事務所担当窓口 

(2)ご提出いただくもの 

  ①「届出用紙」で提出する場合１被保険者報酬月額算定基礎届（70 歳以上被用者算定基礎届） 

  ②被保険者報酬月額算定基礎届総括表《該当する方がいる場合は、次の届書も必要になります。》 

  ③被保険者報酬月額変更届（7 月改定者） 

(3)届出用紙の発送について 

  届出用紙（算定基礎届等）については、6 月上旬から 6 月下旬までの間に順次、事業所様あてお送

りします。この届出用紙には、5 月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標

準報酬月額等を印字しております。 

○ご不明な点がありましたら、日本年金機構ホームページ（http://www.nenkin.go.jp/）をご確認く

ださい。                                                                                
 
   
   
   
 

 

開催日 行  事 備 考 

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 

 ６／21(金) 
環境管理研究会セミナー 
「中小企業の省エネルギー 

対策セミナー」 
産連３階会議室 

６／21(金) 板橋環境管理研究会定期総会 産連３階会議室 

６／26(水) ６月役員会 
産連３階会議室 
懇親会場未定 

７／2(火) 
板橋産連共催セミナー 

「入管法改正と外国人雇用の 
最新情報」  

教育支援センタ
ーＢＣホール 

５月に板橋大山支部、志村支部、坂下支部、徳丸成

増支部に於いてそれぞれ総会が開催され、昨年度決

算、事業報告及び今年度計画・予算について審議さ

れ無事承認されました。 
 

 
 
《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。》  

算定基礎届の提出についてのご案内  ＜日本年金機構＞ 


