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板橋製品技術大賞 2019 発表！

板橋区／（公財）板橋区産業振興公社

板橋製品技術大賞２０１９の表彰式が 10 月
31 日、第 23 回いたばし産業見本市会場の区
立東板橋体育館特設ステージで行われました。
今年は 22 件の応募の中から会員企業 3 社を含む 13 社の製品に各賞が授与されました。

最優秀賞

AI 外観検査ソリューション
TESRAY
■株式会社ロビット
（板橋区小豆沢４）

受賞製品は、独自のハードウェア

優 秀 賞
板橋産業連合会賞

＋ｂａｎｄ
プラスバンド

技術とＡＩ技術を活用した画像処
理アルゴリズムにより、

■株式会社サトーゴーセー

外観検査を自動化する

会員（板橋・大山支部）

ソリューションです。
検査員の不足や不良品の
流出、労務費の負担など、外観検査にまつわる課題を
解決することが期待されます。

従来の結束バンドは先端
部分を持て余し、結束時
にカットすることも多く
端材が発生します。受賞

受賞のポイント＝ＡＩ技術を巧みに取り入れ、

製品は、先端部分に「引

素材・形状に応じた最適な光源により、多種

掛ける」「挿む」
「束ねる」

多様なプロダクトの検査に対応できる点が
高く評価されました。

の特徴あるデザインになっており、バンドとして
動画で製品紹介

《会員企業様の受賞状況》

● 審査委員長賞
● 審査委員賞

だけでなく、様々な用途で利用できるうえ、端材
が出ないので環境にも優しい商品です。

株式会社タニタ（清水・前野支部）
「両手間計測体組成計 DC-13C」

受賞のポイント＝サイドロック機構を考案し、結ぶ用途に

集塵装置株式会社（坂下支部）

「掛ける」機能を追加するなどの工

「油煙除去装置」

夫がなされ、実用性重視の結束バン

板橋製品技術大賞受賞製品の詳細は、

ドにデザイン性を持たせ、家庭用ア

(公財)板橋区産業振興公社ホームぺー

イテムとして市場を開拓している点

ジでご覧いただくことができます。

などが評価されました。
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動画で製品紹介

灼熱の銅合金などを間近に

工場視察研修会１０月４日・５日

台風 18 号から変わった低気圧が日本海を東進するとの予報が出される中、1 泊 2 日の行程
で産連主催の工場視察見学会が実施されました。朝方の雨もやみ、８時には大和合金様（萩野
源次郎社長 清水・前野支部）の三芳工場に向け出発。始業間もない忙しい時間にもかかわら
ず、萩野社長ほか従業員の皆さまに手を止めていただき、工場内を見学させていただきました。
〈１日目〉
大和合金は、動物を模したかわいい「おもしろ
消しゴム」の金型から、旅客機のランディングギ
アや国際熱核融合実験炉に使われる銅合金素材ま
で、縁の下の力持ちともいうべき様々な特殊銅合
金素材を提供しています。
海外進出を着実に進める一方、
「子息や知人に入
社を勧めたくなる企業であり続ける」との従業員
満足度を大切にする姿に、同社が創業以来培って
〈2 日目〉

きた社風を直に感じ取ることができました。隣接

県内外から多くの来訪者を集めるものづくりの

の三芳合金工業では、電気炉から取り出されたば
かりの灼熱の”塊り”を見学。予定時間を超えて

一大イベント「燕三条

工場の祭典 2019 」を

同社の「強み」などを学ばさせていただきました。

視察するため、朝 9 時前に宿舎を出発。地域の中
で孤立しがちな工場内部を、地域社会に公開する
オープンファクトリーの取り組みや後継者育成の
ための技術伝承施設などを見てまわりました。
磨きの技術を若者に伝
える施設では、ステンレ
ス製

ス製ビヤマグの鏡面磨き
を体験。出来栄えを内側

から?確かめようと、早々に近くのコンビニまで
宿泊先の新潟市内に到着する頃には、温帯低気

買い出しに出かけるメンバーも。一方、定員の都

圧の影響を受け、走行中のバスが浮き上がるほど

合で磨き体験に参加できなかったメンバーは、近

の暴風雨に見舞われました。途中、強風を受け横

くの家電メーカーのショールームに立ち寄り、大

倒しになったトラックを横目で見ながら、とにも

手企業に伍して製品づくりに取り組む工夫やアイ

かくにも目的地に向けバスを走らせました。

デアが詰まった展示品を見て回
りました。

体験したことがないほどの
暴風と横殴りの雨の中酒蔵に
到着。お楽しみの飲み比べもそ
こそこに切り上げ、宿舎へと滑

■全行程参加

22 名（うち事務局２名）

■大和合金（株）見学のみ参加 2 名
合計 24 名
■今回の視察研修会はアルピコ交通東京様（坂下支部）の

り込みました。

バスにお世話になりました。ありがとうございました。
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中小企業パワーアップセミナー

第３回

９月から始まった中小企業パワーアップセミナー第３回を開催します。
実務担当者はもちろん、経営者の皆様も是非ご参加ください。
内

容

日

時

定

員

「面白いように仕事がとれる！営業資料の作り方、プレゼンテクニック」
11 月 21 日（木）

15：00 ～ 17：00

定員 40 名（先着順）
無

受講料

料

フリーソフトを使用した３ＤＣＡＤ講習
フリーソフト Fusion360 を使用した３ＤＣＡＤ講習を開催します。これから会社で導入を考えてい
る方やどんなものか興味がある方など、是非ご参加ください。

開催日時
定

1２/１7（火）～１９（木）（全３日間）１８：３０ ～ ２１：００

員

受講料

各クラス
会

定員１０名（先着順）

員 ： 無 料

、 一般 ： １，０００円

■申し込み方法
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。

11 月は労働保険適用促進強化月間です

３
Ｄ
0

パ
ワ
セー
ミア
ナッ
ープ

同封のご案内または産連ホームページから

講Ｃ
座Ａ
Ｄ

東京工団連会長表彰募集について

〈池袋公共職業安定所・池袋労働基準監督署など〉

東京工団連会長表彰とは、同一事業所に引き続
き 20 年以上勤務している従業員を、永年勤続優

「労働保険の加入はお済ですか？」

良従業員として表彰するものです。また東京工団

11 月は労働保険適用促進強化期間です。

連が５年毎に行う記念事業では、会長表彰を受け
ている方が前提となりますが、東京都知事賞及び
東京産業労働局長賞の申請が出来ます。

雇用形態を問わず、一人でも労働者を雇用し
■表 彰 式 令和２年１月 29 日（水）

ている事業主は労働保険の加入義務がありま

14：30～、銀座ブロッサム

す。労働者が失業した時の失業給付、労働災害

■申込方法 提出書類に協賛金を添えて

にあった時の労災給付などを行います。

板橋産業連合会まで
■締

問合せ：ハローワーク池袋雇用保険適用課

切 令和元年 11 月 28 日

■提出書類 経歴及び事績調書（様式第２号）

TEL：3988-6662
池袋労働基準監督署労災課

提出書類請求についてはホームペ

TEL：3971-1259

ージからダウンロード、もしくは
事務所 TEL：3962-0131 まで
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パワーハラスメントなどの対策
知識
『パワーハラスメントなどの対策

ハラスメント防止の基礎

〈一般社団法人池袋労働基準協会など主催事業〉
～会社を守るためのハラスメント防止基礎知識～』
■日時：12 月 19 日（木）

パワーハラスメント（以下、パワハラ）は、
職場環境を悪化させメンタル不調の原因 に

午後 2 時から午後 4 時

もなり、人材の流出や企業のイメージを落と

■会場：一般社団法人三田労働基準協会
港区芝 4－4－5 同協会ビル

し、企業の衰退にもつながりかねません。

■講師：田原さえ子氏

今年５月に労働施策総合推進法が改正さ
れ、会社にパワハラ防止対策が義務付けられ

特定社会保険労務士、ハラスメント

ました。 これで、セクシュアルハラスメント、

防止コンサルタント、労働衛生コン

マタニティハラスメント（男女雇用機会均等

サルタント、元労働基準監督官

法、育児介護 休業法）とともにハラスメント

〈内容〉

対策の事業主の義務がそろったことになりま

・パワハラの指針

す。

・パワハラなどの防止対策

会社を守るためには、パワハラなどの加害

・加害者とならないために

者を発生させないための周知啓発や、相談窓

受講料：会員 4,000 円、会員以外 6,000 円

口の設 置、社内調査体制の整備などが大切と

詳細、お申込み方法等は、

なってきます。 最新のパワハラ防止対策の指

池袋労働基準協会

針を含め、各ハラスメント対策を専門家が説

電話：03－3988-6344

明します。

または同会ホームページへ

東京労働基準協会（東基連）の技能講習・特別教育
東京労働基準協会連合会（東基連）の「安全衛生研修センター」
（江戸川区中央１）では、各
種技能講習のほか、特別教育、受験講習などを実施しています。
日程、費用、申込方法などを東基連ホームページ（http://www.toukiren.or.jp/index.html）
でご確認のうえ、お申込みください。
安全衛生研修センター 電話 03－5678-5556
〈技能講習の一例〉
フォークリフト技能講習
玉掛け技能講習、
ガス溶接技能講習

東基連

小型移動式クレーン運転技能講習

ホームページ

床上操作式クレーン運転技能講習
高所作業車運転技能講習
プレス機械作業主任者技能講習

など
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忘年会（役員）会のご案内

ＤＸミルクチョコレート斡旋販売開始
当会会員「日本チョコレート工業協同組合」様

板橋産業連合会では１２月の定例役員会と合

が毎年特製されております、デラックスミルクチ

わせて忘年会（全会員対象）を行います。

ョコレートを、今年も特別に当会にお分け頂ける

会員の皆様のご参加をお待ちしております。

ことになりした。この商品は、日本チョコレート
工業協同組合様のＰＲのために数量を限定して作

■日 時 令和元年 12 月 4 日(水) 18：00～

られるもので、店頭に並ぶことはございません。

（17：30 ～ 役員会を行います）

当会会員様への限定販売となります。従業員の皆

■場 所 みかど旅館

様で、貴社のご贈答品等としてご活用ください。

■費 用 3,500 円(事前振込をお願いします)
■締 切 １１月２８日

■申込期間

令和元年 10/1～

■申し込み方法

■お 渡 し

窓口で代金と引き換えにお受け取り

同封のご案内または産連

売切れ次第終了

ください。

ホームページから申込書

・お申込み後、入荷次第ご連絡いたします。

をダウンロードし、必要

・30 枚単位に限り、ご入金確認後配送

事項をご記入のうえＦＡ

■申込方法

Ｘ等で産連事務局にお申込みください。

※会員限定のサービスの為、申込用紙はホームペ

専用申込用紙にてお申込み下さい。

ージで公開しません、事務局までご連絡下さい。
TEL：3988-6662
第６６回板橋産連ボウリング大会が行われました
池袋労働基準監督署労災課
TEL：3971-1259
第 66 回板橋産連ボウリング大会が９月
27 日（金）にトミコシ高島平ボウルにて行われま
した。5 社 10 チームに参加いただき、熱戦の末 GIKODOZ チームが優勝されました。おめで
とうございます。結果は以下の通りです。

ボウリング大会開催にあたり、東商事㈱様（坂下支部）、
㈱伊藤園 板橋支店様（坂下支部）のご協賛をいただき
ました。ありがとうございました。

優勝した GIKODOZ チーム
順位

チーム名
団 体

会社名

HD 込
スコア

順位

表 彰

チーム名

会社名

個人表彰

1

ＧＩＫＯＤＯＺ

㈱技光堂

８８４

2

ＡＺＵＭＡ（初）

東商事㈱

８９９

3

ＧＩＫＯＤＯＺ２軍

㈱技光堂

８１８

5

1

ＧＩＫＯＤＯＺ

氏名
※敬称略

㈱技光堂

林

公志

※ 団体の順位と HD 込スコアについて
チーム AZUMA が初参加（初参加は HD を
自己申告制としている為）で優勝の対象外の
ため１位と２位が逆転しています。

検察審査員は事業所内の誰でも選ばれる可能性があります
〈東京第一検察審査会事務局〉
裁判官や検察官は知っていても検察審査員のことは残念ながらあまり知られていません。
似た制度に裁判員制度があり混同されがちですが、検察審査会制度とは、国民の中から選ば
れた 11 人の検察審査員が、検察官の不起訴処分の当否を審査するもので、検察官の職務の上
に一般国民の良識を反映させ、その適正な運営を図ろうとする目的から設けられたものです。
● 検察審査員（同補充員）はそもそもどのように選ばれるのですか？

各区市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿に登録された方の中から年１回検察審査員
候補者となる方々を「くじ」で選んでいます。
ですから、事業所の経営者・従業員の別なく、
どなたでも審査員に選ばれる可能性があり
ます。選ばれた際には、できる限りのご恊
力をお願いします。詳しいことは、同封し
たパンフレットをご覧ください。
検察審査会 Q&A パンフレットより

●●● 検察審査会Ｑ＆Ａ ●●●

［Ｑ］仕事が忙しいとの理由で辞退することがで

［Ｑ］ 検察審査会はどこにあるのですか？

きますか？

［Ａ］全国 165 か所の地方裁判所と主な地方裁

［Ａ］単に仕事が忙しいとの理由だけでは辞退で

判所支部の中に設置されています。

きません。仕事の具体的内容に照らして、
「や

東京都内では検察審査会は東京高等・地方

むを得ない事情」にあたると検察審査会が判

方裁判所の庁舎内と東京地方裁判所立川支部

断した場合には、辞退することができます。

の庁舎内にあります。
［Ｑ］旅費・日当は支給されますか？
［Ｑ］検察審査員の任期はどのくらいですか？

［Ａ］会議に出席した場合には、政令に基づき旅

［Ａ］６か月間です。

費・日当等が支給されます。

任期中は月に平均１～２日間審査会議に出
［Ｑ］法律を知らなくても務まるのですか？

席していただきます。

［Ａ］法律の知識は必要ありません。一般市民と
［Ｑ］仕事を休まないと会議に出席できないので

しての良識に基づいて判断していただければ

すが？

結構です。

［Ａ］会議への出席のため必要な休みをとること
は法律で認められると解されています。

［Ｑ］従業員が検察審査員になることで、何かメ

（労働基準法７条）

リットはありますか？

会議への出席のため休暇を取得し，解雇な

［Ａ］
「会社で積極的に発言ができるようになっ

どの不利益な扱いをすることは，法律で禁止

た」、
「社会に関心を持つようになった」など

されています。
（検察審査会法４２条の２）

の多くの声をいただいております。

（検察審査会法４２条の２）

■問合せ 東京第一検察審査会事務局総務課企画係
【HP】 http://www.courts.go.jp/kensin/
6

電話 03－3５８１－２８７７

緊急アンケートにご協力ください。

板橋産業連合会事務局

台風 19 号により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
10 月 12 日に伊豆半島に上陸した台風 19 号は、列島各地に大きな被害をもたらしました。気象
庁などから事前に多くの注意喚起がなされましたが、河川の氾濫や竜巻・突風被害などが相次ぎ、多
くの人命が失われました。
このため、板橋産業連合会として会員企業の被災状況を把握し、情報共有により将来の災害の備え
に生かすことを目的として、台風 19 号の事業への影響調査アンケートを実施することとしました。
ご多忙のところ恐縮ですが、被害にあわれた事業所もそうでない事業所もアンケートの記入・回収
にご協力ください。
※同封のアンケート用紙にご記入のうえＦＡＸ（０３－３９６２－０１３３）で事務局にご返信ください。

【アンケート用紙の構成と記入要領】
□

お聞きする内容は以下のとおりです。
・まったく影響がなかった場合には、当該欄に☑チェックを入れ会社名を記載してご返信ください。

・次に、何らかの被害や事業への影響があった場合には、当該欄にチェックを入れていただき、内容
ごとに実際の被害・影響がどうだったのか、詳しい状況をお書きください。

回答は、板橋区内の事業所だけでなく区外（他県）
の保有事業所及び協力企業、取引先の被災による影響
等をお書きください。
なるべく、回答しやすいように設問を用意したつも
りですが、実態に合わないところはご容赦ください。
台風 19 号がたどった経路

提出期限は 11 月 15 日金曜日です。
皆さまのご協力をお願いいたします。

土手の際まで、濁流が押し
寄せた荒川河川敷の様子
（板橋区舟渡４丁目付近）

写真提供：前板橋区議会議員
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佐藤利信さん

10 月 13 日撮影

理事会・専門委員会などの活動状況
○ 厚生員会
開催日時：９月２４日 16:00～
佐々木委員長ほか 5 名
副委員長に豊城理事が選任されました。
ボウリング大会に支部でチームを出していただくよう協力を仰ぐこととした。
○ 事業委員会
開催日時：10 月２日 16:00～
長江委員長ほか
5名
副委員長に星亀理事が選任されました。
各事業の参加等について支部の協力を仰ぐこととした。
○ 用途地域・環境保全委員会 開催日時：10 月７日 16:00～
吉田委員長ほか
3名
副委員長に増渕理事が選任されました。
環境について区との意見交換会の実施を年明けに予定。
○ 広報委員会
開催日時：10 月８日 16:00～
鈴木委員長ほか
3名
副委員長に山田理事が選任されました。
産連ニュースの配布について話し合いました。
○ 総務委員会
開催日時：10 月９日 16:00～
樋口委員長ほか
3名
副委員長に富安理事が選任されました。
支部事業について他支部からの積極的な参加等、支部活動の活性化について話し合いました。
○ １０月役員会（理事会）
定例の報告を行った後、議案となった産連ニュースについて話し合い。会員紹介の記事を掲
載していくことに決まり、内容や掲載ペース、時期などは今後話し合っていくことにした。

板橋産業連合会今後の主な予定
開催日
11／19(火)

行

事

救急救命講習

備

支 部 活 動 報 告
考

産連３階会議室

〈坂下支部研修会〉
10 月 11 日(金)、台風 19 号接近により天
候が心配でしたが、長野県佐久・小諸方面へ

11／21(木)

第３回中小企業
パワーアップセミナー

産連３階会議室

１２月理事会・忘年会

みかど旅館

18 名の参加を頂き研修に行って参りました。
ナガノケンシ㈱の絹糸紡績資料館を見学
後、懐古園横の「草笛」にて信州そばを堪能、

12／4(水)

環境管理研究会セミナー
12／12(木) 「プラスチックの環境問題
とリサイクルの動向」他
12／17(火)
～19(木)

３DCAD 講座

2020 年
１月 17 日

賀詞交歓会

６月～
(日曜日開催)

板橋産業軟式野球大会

１０月～

ビジネス英会話講座
ビジネス英文講座

最後は千曲酒造㈱の酒蔵見学と充実した研修
会となりました。

産連３階会議室

産連パソコン教室
産連３階会議室
区営野球場
板橋産連会館

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。》
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