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産連恒例の工場視察研修会。今年は会員企

業様の事業所と、ものづくりの一大集積地、

燕三条地区（新潟県）をめぐる 1 泊 2 日の行

程です。 

 

■視察先 -１（会員企業事業所訪問） 

 大和合金株式会社（1941 年創業 清水・前野

支部）同社三芳工場見学 

 特殊銅合金の開発・製造を担う三芳合金工業と

主に加工・販売を担う大和合金の二社体制で躍

進を続ける同社三芳工場を訪問します。 

同社は 2016 年に中小企業庁の「はばたく中小

企業 300 社」に選定され、今年 3 月には「日

本でいちばん大切にしたい会社大賞」の中小企

業庁長官賞を受賞するなど、技術・開発力・人

材育成など多くの点で注目を集めています。 

ニュース 

工場視察研修会〈１０月４日～５日〉のご案内 

■視察先 -２（日本で一番社長が多い街・燕三条） 

 ステンレス食器や刃物の街として知られる燕三

条では、オープンファクトリーの取り組みや産

業イベントの開催などを通して、産業集積を守

り発展させる仕掛けづくりを行っています。 

 今回は５万人以上が来場するという「燕三条 

工場の祭典 2019」に合わせ現地を訪問します。 

            （詳細は次ページへ） 
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入管法改正と外国人雇用の最新事情セミナー 終了 

 

 

■１日目 10 月 4 日（金） 

 8：00（予定） 産連会館前集合・出発 

 ⇒ 大和合金（株）三芳工場視察研修 

 ⇒〈昼食〉⇒ 燕三条地場産センター 

など見学（予定） 

⇒ 酒造立ち寄り ⇒夕刻 岩室温泉泊 

 

■２日目 10 月５日（土） 

9：00（予定） 岩室温泉発 

 ⇒ （午前中）「燕三条工場の祭典 2019」 

 参加工場など視察 

⇒ 〈昼食〉 ⇒ 寺泊市場立ち寄り ⇒ 

⇒ 17：30 産連会館前着・解散（予定） 

 

〈集合・出発及び帰着時間並びに 1 日目午後と 2 日 

目午前の視察先は現地のプログラムが確定していな 

いため予定は変更になる場合があります。あらかじめ 

ご了承ください。〉 

 

■参加費  お一人 ●●,000 円 

 参加費にはバス代・昼食代・宿泊代金を含みます。 

（工団連及び板橋区の補助金適用後の金額です。） 

 

■申し込み方法 

 同封のご案内または産連ホームページから申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえＦＡＸ

等で産連事務局にお申込みください。（先着順受付） 

 

 

 

 

公益財団法人板橋区産業振興公社と板橋産業連合会

の共催セミナー「入管法改正と外国人雇用の最新事情」

が７月２日、板橋区役所６階の教育支援センターで開

催されました。 

 43 人が参加したこの日のセミナーには、行政書

士による制度の解説に続いて、大和合金の萩野源

次郎社長が登壇し、自社の外国人雇用の実際と海

外企業との取り引きに際しての貢献度、優秀な人

材を確保する方法などの経験談を披露しました。 

視察研修会 〈行 程〉  大和合金（株）・燕三条市内企業 

燕三条地域（三条市・燕市）は新潟県のほ

ぼ中央、信濃川沿いに位置する、面積約

540km²、人口約 18 万人規模の地域です。

山々からミネラル豊富な雪解け水が信濃川

に流れ込み、肥沃な大地を形成し、米をは

じめ、野菜、果樹など上質な農作物が作ら

れる農業地域であり、また、日本で一番社

長が多い街とも呼ばれ、家族経営や数人程

度の小規模な企業が、刃物や金属洋食器な

どの金属製品を中心に、世界に誇る多種多

様な製品をつくり出しています。 
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産連 HP 

QR コード 

                

                       

 

2020 年の東京オリンピックの開催を控え、ビジネスに限らず日常でも英語に接する機会が

より増えきます。そこで板橋産業連合会では１０月より外国人講師による英会話教室を実施い

たします。４人程度のグループで行う少人数制のレッスンになります。少しは英語ができるが

英語を話すのに躊躇がある方、少し英会話をやっていたがもっと話せるようになりたい方など

是非ご参加ください。 

 

 基礎クラス２コース、中級クラス２コースの全４コースを開催。開催日時は下表のとおりです。 

 受講が決まった方にはクラスを分けるにあたり、英会話がどの程度できるかを確認するため事前に電

話による英会話力の確認を行います。 

 

※ 定員を超えた場合は抽選となりますのでご了承ください。 

 基礎クラス A グループ 

開催時間：18：30～19：30 

中級クラス B グループ 

開催時間 19：50～20：50 

週１回開催 

基 本 

毎週火曜日 

開催日 

(全 12 回) 

10/1(火)、10/8(火)、10/15(火)、10/21(月)、10/29(火) 

11/5(火)、11/12(火) 11/19(火)、11/26 日(火)12/3(火)、 

12/10 日(火)、12/17 日(火) 

隔週開催 

基 本 

毎週金曜日 

基礎クラス C グループ 

開催時間：18：30～19：30 

中級クラス D グループ 

開催時間 19：50～20：50 

開催日 

(全 12 回) 

10/11（金）、10/18（金）、11/1（金）、11/15（金）、 

11/29（金）、12/6（金）、12/20（金）、1/10（金）、 

1/24（金）、2/7（金）2/21（金）、3/6（金） 

受講料 各グループ ６，０００円（会員価格） 

■申し込み方法 

 同封のご案内または産連ホームページから申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえＦＡＸ

等で産連事務局にお申込みください。 

 

▶▶▶特別工業地区見直しに関するアンケート調査を実施◀◀◀   〈板橋区都市計画課・産業振興課〉 

（志村支部並びに坂下支部の会員製造業企業の皆さまにはアンケート用紙

を同封しています。両支部以外の方もできるだけ調査にご協力下さい。） 

板橋区では、都市計画の規制である「特別工業地区」の見直しを

行っています。この一環として事業者の皆さまから現状や見直しに

関するご意見を聞くためアンケート調査を実施します。 

規制が適用された当時は妥当な規制であっても、 

現代の技術をもってすれば、規制が不要になって 

いる物質も少なくありません。地域産業振興の視 

点からの見直しです。産連ホームページから用紙 

をダウンロードし、８月 30 日までにご回答下さい。 

外国人講師と話そう！「板橋産連ビジネス英会話講座」 
 

工場が連なる新河岸川流域（イメージ） 
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受動喫煙防止対策助成金のご案内 〈厚生労働省・東京労働局〉 

         

ホーム 

ページ 

QR コード 

 

 

 

 最近、新聞やテレビ等でSDGs（エスディージーズ）という言葉を

聞くようになってきました。 

ＳＤＧｓは国際目標であると同時に社会課題や地域課題を解決するた

めのツールでもあり、経営の道しるべやイノベーションの種とも言わ

れます。企業が持続可能に存続するためには、環境変化に対応すると

ともに新製品開発等のイノベーションが大切であるとされます。 

そこで、「何故、今、ＳＤＧｓなのか」「ＳＤＧｓのリスクとチャンス」を金沢工業大学が開発したＳＤ

ＧｓのカードゲームＸ（クロス）の体験や事例を交えてご説明します。 ＳＤＧｓを中小企業のビジネ

スにどう取り込むか、ＳＤＧｓ達成を通じた中小企業等の競争力強化にどう繋がるか等、各中小企業で

の事例紹介などを始め、「持続可能性」への取り組みについてお話しいただきます。 

 環境関係などのご担当部署の方、経営者の皆さまにご活用いただきたく、多くのご参加をお待ちして

います。 

■日 時  9 月 26 日（木） 講演 15 時 ～ １７時 

■場 所  板橋産連会館３階会議室 

■定 員  30 人（先着順）    ■参加費  無料 

■講 師  株式会社ふるサポ 代表取締役 

      ・ＳＤＧｓコンサルタント  中島 達朗 氏 

 

 

 

2020 年４月から、原則屋内

禁煙が義務化されます。 

事業所等が受動喫煙防止対

策を行う際には、費用の一部

を支援する「受動喫煙防止対

策助成金」（上限１００万円）

を利用できる場合があります。 

助成対象は喫煙室の設置な

どに係る経費のうち、工費、

設備費、備品費、機械装置費

などの ２分の 1（飲食店は３

分の２）です。 

詳細は厚生労働省のホーム

ページをご覧ください。 

受動喫煙防止対策助成金  

で検索 

 

（スマホはこちら） 

環境管理研究会 
第２回セミナー 

”カードゲーム公認ファシリテイターによるワークショップ” 

 「ＳＤＧｓをビジネスに活かす！」 
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奨励金・助成制度などのご案内 

  介護休業所得応援奨励金 

〈東京都／公益財産法人東京しごと財団〉 

 従業員に介護休業を取得させるとともに、職場

環境を整備した都内の中小企業が対象になる奨

励金（１回 50 万円）です。 

● 奨励の対象となる従業員、介護休業取得要件 

   申請日時点で東京都内に在勤、在住の従業員

（雇用保険被保険者）が、令和元年 5 月 15 日

以降に介護休業を開始し、連続 31 日以上取得

した後、復帰後 3 か月以上継続雇用されている

こと 

 環境整備要件など、奨励金を受け取るための条

件については、東京しごと財団ホームページを

ご覧ください。 

 

 東京しごと財団 雇用環境 

 で検索 

 

 

  働くパパママ育休取得応援奨励金 

〈東京都／公益財産法人東京しごと財団〉 

 従業員（ママ・パパ）に育児休業を取得さ

せるなど、一定の要件を満たした中小企業

が対象になる奨励金です。 

● 働くママコース（125 万円） 奨励の対象と

なる従業員、育児休業等取得要件 

   申請日時点で東京都内に在勤、在住の従業員

（雇用保険被保険者）が、子が１歳に達するま

でに育児休業等を開始し、１年以上取得（法定

の産後休業期間を含む）した後、平成３１年４

月１日以降に復帰し３か月以上継続雇用されて

いること 

● 働くパパコース（25～300 万円） 奨励の

対象となる従業員、育児休業等取得要件 

   申請日時点で東京都内に在勤、在住の男性就

業員（雇用保険被保険者）が、平成 31 年 4 月

1 日以降育児休業等を開始し、連続 15 日以上

取得し（子が 2 歳になるまでの間）、復帰後 3

か月以上継続雇用されていること  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        雇用継続  

                         助成金 

  

                                                         

                          雇用継続   

 助成金                          

                       ■主な要件 

                        ・週所定労働時間が 20 時間以上で、継続的 

                           に雇用されている労働者が、発症等により 

                           連続して 2 週間以上休職した後、週所定 

                           労働時間 10 時間以上で復職したこと 

                        ・復職時に労働者と話し合いを行い、治療と 

                         仕事の両立に向けて就業時に必要な配慮 

                          事項を定めた支援計画書を策定し、６か 

                         月以上雇用を継続したこと 

                         などの要件を満たした 

                         場合に 40～60 万円 

                         が支給されます。 

                       詳細はホームページをご覧ください。 

                        ＴＯＫＹＯはたらくネット で検索 

                        

 

 

 

 

 

 

 環境整備要件など、奨励金を受け取るための条

件については、東京しごと財団ホームページを

ご覧ください。 

 

 東京しごと財団 雇用環境 

 で検索 

 

 

  東京都難病・がん患者就業支援奨励金 

<東京都産業労働局> 

  難病やがんの発症等により休

職した労働者を治療と仕事の

両立に配慮して復職させ、就

業継続に必要な支援を行う

中小企業事業主に助成金が

支給されます。 
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〇 第２回建設準備委員会 
開催日：6 月 26 日 

内 容：プロポーザル参加説明会開催状況及び今後の選定スケジュール等を確認しました。 

〇 6 月役員会（理事会） 
開催日：6 月 26 日 
内 容：会員希望による支部間異動及び所属支部について、本人希望を尊重することが決議されました。 

 

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。 

板橋産業連合会今後の主な予定 

理事会・専門委員会などの活動状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日 行  事 備 考 

８／22(木) 定期・特殊健康診断 産連３階会議室 

８／23(金) ８月役員会・納涼会 
レストラン 
ル・オブジェ 

 ９／26(木) 
環境管理研究会セミナー 

 「SDGｓをビジネスに 
        活かす！」 

産連３階会議室 

９／27(金) ボウリング大会 
トミコシ高島平ボ

ウル 

１０／4(金) 
   5(土) 

工場見学会 
 大和合金㈱ 

 三芳工場 他 

１０月～ ビジネス英会話講座  板橋産連会館 

2020 年 
１月 17 日 

賀詞交歓会  産連３階会議室 

６月～ 
(日曜日開催) 

板橋産業軟式野球大会 区営野球場 

７月１１日に板橋大山支部で役員会

開催されました。 

また７月１６日には清水前野支部の

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。》  

支 部 活 動 報 告 

板橋産連ボウリング大会 

日 時：９月２７日（金）１８：３０～ 

会 場：トミコシ高島平ボウル 

募 集：１５チーム (１チーム３名)   

参加費：１チーム ７，０００円 

締 切：９月２０日（金） 

※申込方法等は 

  同封のご案内 

  もしくはホー 

  ムページをご 

  確認ください。 

板橋産連ゴルフ大会 

日 時：１０月３０日（水） 

       ８：２１～ スタート 

場 所：久邇カントリークラブ 

募 集：２４名（６組）先着順 

会 費：４，０００円(賞品、パーティー費) 

プレイ：１８，０００円（昼食代含む） 

料 金      各自ご精算ください。 

締 切：９月２０日（金） 

※申込方法等は同封のご 
 案内もしくはホーペー 
 ジをご確認ください。 


