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問合先

求 職・求 人
労働問題

求人の受理・求職申込・パートタイムなどの紹介・相談、雇用保険などの相談

ハローワーク飯田橋

☎3812-8609

就業相談、就職に役立つ知識・スキルの習得セミナーなど

東京しごとセンター

☎5211-1571

求職者のための職業訓練などの相談

東京都立中央・城北職業能力開発センター

☎5800-2611

働く方や事業主の方々のための労働相談

東京都労働相談情報センター池袋事務所

☎5954-6110

不当労働行為の審査、労働争議の調整（あっせん、調停、仲裁）、
労働組合の資格審査

東京都労働委員会事務局（相談担当）

☎5320-6996

中央労働基準監督署

☎5803-7381
☎5803-7382
☎5803-7383

労働基準や労災保険などの相談

技術・技能の習得

経営相談
（公財）東京都中小企業振興公社 ☎3251-7881
■ 東京商工会議所ビジネスサポートデスク
（東京北） ☎4346-5523
■ 東京商工会議所文京支部
☎5842-6731
■

中小企業の経営についての相談を受付けます。

■

■

東京都立職業能力開発センター
就職を目指し、職業に必要な知識・技能を習得するための

公共職業訓練施設です。修了後、職業能力開発センター・ハ
ローワークで職業紹介をしています。
現在、雇用保険を受給できる方や45歳以上の方、母子家

創業相談

庭の母親等はハローワークから入校の申込をしてください。

東京商工会議所文京支部 ☎5842-6731

中央・城北 ☎5800-2611 城南 ☎3472-3411
城東 ☎3605-6140 多摩 ☎042-500-8700
ほか 7校１分校

創業についての相談を受付けます。
※事前予約が必要。

内職あっせん相談
▼仕

東京障害者職業能力開発校
➡ P36

仕事・中小企業
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☎042-341-1411

東京都産業労働局能力開発課

☎5320-4716

※授業料は普通課程は有料、短期課程は無料。教材は貸与、
教科書は自己負担。

事
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方面
安全衛生課
労災課

文の京 街景色

中小企業
産業とくらしプラザ

区の中小企業向け融資あっせん
☎5803-1173

経済課産業振興係
シビックセンター地下２階

■

区内中小企業振興と地域産業発展、区民の消費生活の安
定および向上のための施設です。

☎5803-1173

経済課産業振興係

東京商工会議所文京支部 ☎5842-6731

融資あっせん・経営相談

（シビックセンター地下２階 東京商工会議所文京支部）

開館時間／午前９時～午後５時

区内の中小企業の方（法人・個人）が、事業資金を金融機関

休館日／土・日曜、祝日、12/29～１/３

から低利で借りられるよう、区があっせんと利子補給をします。

研修室

①区内において商業、工業などの事業を営む下記の規模の

各種セミナーや会議の場として使用できます。

事業者

申込方法／空き状況を確認のうえ、経済課窓口で申込
規模

定員

研修室 A

75㎡

研修室 B

48㎡

午

前

午

後

9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00

36人

1,800円

2,600円

24人

1,200円

1,700円

業

種

資本の額または出資の総額

従業員数

製造業・その他

３億円以下

300人以下

卸売業

１億円以下

100人以下

小売・飲食業

※研修室 A・B は一室としても使用可（定員60人）。

サービス業

Bunkyo アンテナスポット

医療法人等

区内産業団体・消費者団体等の情報発信スペースです。
休館日／土・日曜、祝日、12/29～1/3
申込方法／空き状況を確認のうえ、経済課窓口で申込
前

午

後

9：00 ～ 12：00

13：00 ～ 17：00

600円

800円

25.86㎡

☎5803-1108

https://www.bunkin.jp

対象。

②区内に営業の本拠（法人企業は本店登記も、個人事業者
は主たる営業所）を有し、原則として同一場所で同一事業
を引続き１年以上営んでいる方
③申込をする日までに納付すべき住民税・事業税を完納して
いる方

診断補助、慶弔見舞金などの給付事業を実施しています。
加入できる方／区内の300人以下の企業で働く従業員と事
業主（事業所単位で加入）
月会費／１人500円

※事業主が負担した場合の入会金・会費は、一定の要件のも

可などを受けていること
⑤あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能
力がある方
⑥個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業か
ら得ていること

利用できない方
①東京信用保証協会の代位弁済を受けている方
②金融機関などの返済金の滞納や、取引停止処分を受けて
いる方
③区内に事業所の実態がないなど当区が不適当と認める方
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など
④不動産賃貸業（管理業を除く）を営んでいる個人事業者で、
文京区内に住民登録をしていない方

103

仕事・中小企業

と税法上損金または必要経費となります。

る方。また、許認可などを必要とする業種では、その許認

▼中小企業

区内中小企業や商店で働く方を対象に、レジャーや健康

入会金／１人200円

300人以下

④東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでい

中小企業勤労者福利厚生
文京区勤労者共済会

100人以下

※ NPO の場合は、従業員数が該当していれば対象。

開館時間／午前9時～午後5時

規模

条件なし

50人以下

※資本金または従業員数のいずれか一方に該当していれば

シビックセンター地下2階

午

5千万円以下

区の中小企業向け融資あっせん
融資名
一般 融 資

使

途

融資限度額（万円）

一般運転資金

運

転

1,500以内［1,800以内］

一般設備資金

設

備

2,000以内［2,400以内］

特別融資

小規模企業資金

運転・設備

600以内［750以内］

創業支援資金

運転・設備

1,500以内［2,000以内］

加入１年未満

運転・設備

800以内

加入１年以上

運転・設備

1,000以内

緊急事業資金（不況業種向け）

運転・設備

1,000以内［1,200以内］

経営環境変化対策資金

運転・設備

1,500以内［2,000以内］

借換資金

運転・設備

2,000以内［2,400以内］

商店会加入奨励資金

取扱金融機関または東京信用保証協会との協議により必要に応じて決めてください。
必要に応じて東京信用保証協会の信用保証を要します。
● 創業をお考えの方は、
東京信用保証協会上野支店 ☎3847-3171 でも相談を受付けます。
●［
］は代表者が区民の場合です。
●
●

東京都中小企業向け融資制度
東京都産業労働局金融部金融課 ☎5320-4877

信用保証機関
■

☎3847-3171 台東区元浅草2-6-7 マタイビル５階

東京信用保証協会の保証を受けて、都の指定金融機関が貸

「信用保証協会法」に基づく公的機関として、堅実に事業

付けます。なお保証料の一部補助が受けられる場合もあります。

経営に取組んでいる中小企業の方々が金融機関から事業資

小規模企業融資／従業員30人（卸・小売・サービス業は10人）

金の融資を受けるとき、保証人となって借入を容易にし、企

以下の中小企業者

業の育成を金融の側面から支援する機関です。

その他の融資メニューあります。
東京都環境局環境改善部自動車環境課 ☎5388-3535

東京都環境保全資金／都内に住所を有し、かつ事業を営ん
でいる中小企業者（個人営業を含む）

その他の融資関係・相談機関
育児・介護休業中の生活資金融資
■

▼中小企業

東京都産業労働局労働環境課

その他の機関の中小企業関係制度
中小企業退職金共済制度
■ 勤労者退職金共済機構
☎6907-1234
退職金制度を設けることのできない企業とそこに働く方
のための制度です。

小規模企業共済制度
■

☎5320-4647 新宿区西新宿2-8-1

■

東京都信用組合協会

☎3567-6211 中央区京橋1-9-5

東京都の生活資金融資あっせん
■

仕事・中小企業
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東京信用保証協会上野支店

東京都産業労働局労働環境課

☎5320-4647 新宿区西新宿2-8-1

■

中央労働金庫本店

☎3293-1616 千代田区神田駿河台2-5

政府系金融機関中小企業融資相談
■

日本政策金融公庫東京支店

☎3270-1300 千代田区大手町1-9-4

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー

■

日本政策金融公庫上野支店

☎3835-1391 台東区東上野2-18-10 日本生命上野ビル

■

商工組合中央金庫池袋支店

☎3988-6311 豊島区南池袋1-21-10

■

商工組合中央金庫上野支店

☎3834-0111 台東区上野1-10-12
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中小企業基盤整備機構 ☎050-5541-7171
小規模企業の個人事業主（共同経営を含む）または会社

等の役員の方が将来事業をやめられたり、退職されたりした
場合に、その後の生活の安定や事業の再建を図るための資
金をあらかじめ準備しておく共済制度です。

経営セーフティ共済制度
■

中小企業基盤整備機構 ☎050-5541-7171
取引先事業者が倒産し、回収困難な売掛金債権等が生じ

たときに、納付した掛金総額の10倍（最高8,000万円）また
は回収困難な売掛金債権等の額のいずれか少ない額を無
担保・無保証人で貸付けが受けられる制度です。

