
〈文京区応援キャラクター〉BUNレンジャーーー

文京産業ニュース〈ビガー〉

文京区の商店街を元気に！
LINE Payで支払って最大10%ポイント還元！
キャンペーンを実施します   １
文京区商店街連合会の新たな宅配支援
『新・文京ソコヂカラ宅配プロジェクト』を実施しています
～弁当・惣菜から日用品、医薬品まで「送料無料」で幅広く配送～
　  1
チャレンジショップ認定店舗のご紹介   ２
チャレンジショップ認定店舗のご紹介   ３
緊急就労支援事業を実施します！   ３
All Bunkyo企業人交流会を開催します！！   ４
文京区キャリアデザインプロジェクト
～冬季インターンシップのご案内～   ４
文の京若年者向け就職面接会のご案内   ４
企業力向上オンラインセミナー
コロナに直面した海外展開企業～事例からWithコロナ時代を考える～
　  ５
家賃支援給付金のご案内   ５
東京都家賃等支援給付金のご案内   ５
文京区景況調査　今期の特徴点   ６
特別調査
｢新型コロナウイルスの感染拡大を受けた中小企業の対応について｣
　  ７
ウェルカム商店街オンラインセミナー   ８
医療機器関連企業＆ものづくり企業にオススメ
医工連携オンラインセミナー   ８



〈文京区応援キャラクター〉BUNレンジャーーー

文京産業ニュース〈ビガー〉 文京産業ニュース

編集・発行
本誌掲載記事に関するお問い合わせ先
文京区 区民部 経済課
〒112-8555文京区春日1-16-21
TEL：5803-1173
FAX：5803-1936

142

検索WEBビガー

第142号　令和２年11月（季刊）

１ 内容  期間中、右のポスターの掲載店舗においてLINE Payで支払うと（「LINE Pay残高」
での支払い（※））、利用額の10％または２％のLINEポイントを還元します。

  （※）「LINE」または「LINE Pay」アプリ内において、コード支払いの際に「残高」を選
択する必要があります。

２ 実施期間  令和２年11月25日（水）から令和３年３月31日（水）まで（実施期間内においても
予定額に達し次第終了予定）

３ LINEポイント還元率　 個人商店・小規模店舗など：10%還元／その他の店舗：２%還元
４ １利用者あたりの還元上限額　（１）10％対象店舗：9,000円相当のポイント還元を上限
 　　　　　　　　　（２）２％対象店舗 ：1,000円相当のポイント還元を上限
 　　　　　　　　　 ※ それぞれの上限を合わせ、１利用者あたり最大10,000円

相当のLINEポイントを還元
５ 対象店舗  LINE公式アカウント「文京ソコヂカラ」を“友だち追加”すると確認できるほか文京

区商店街連合会キャンペーン特設サイトにて公開
 https://www.b-kushoren.com/linepay-promo/
６ 問合せ LINE Payポイント還元キャンペーン事務局
 ☎03-6737-9319　午前10時～午後４時（土・日・祝日及び年末年始を除く）

１ 事業内容 対象店舗で購入した商品を出前館・バイク便等で自宅まで宅配します。
２ 実施期間 令和２年10月から令和３年３月末まで
３ 宅配事業・新規加盟に関する問合せ　新・文京ソコヂカラ宅配プロジェクト事務局
　 080-7233-2172　午前10時～午後７時（土・日・祝日及び年末年始を除く）

文京区商店街連合会の新たな宅配支援
『新・文京ソコヂカラ宅配プロジェクト』を実施しています

～弁当・惣菜から日用品や医薬品まで幅広く配送～

　文京区商店街連合会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた区内商店の活性化策として、「新しい生活様式」
「非接触」による決済を推進するLINE Payを活用したポイント還元キャンペーンを実施します。

　文京区商店街連合会では、７月末まで実施した「１
ワン

コインでウチから美味しい応援プロジェクト」に続き、10月から
弁当・惣菜だけでなく日用品や医薬品まで幅広く対象とした宅配支援事業を期間限定で実施しています。

LINE Pay で支払って 最大10％ポイント還元！
キャンペーンを実施します

文京区の商店街を元気に！

【参加店舗の募集について】
　新・文京ソコヂカラ宅配プロジェクトへの参加は、文京区商店街連合会に加盟していることが条件となります。

▼ホームページ

出前館が弁当・惣菜をお届けします！
配送無料店舗 新・文京ソコヂカラウェブサイト掲載飲食店舗
購入・配送依頼 出前館のウェブサイトまたはアプリ
配送可能時間 出前館登録の各店舗営業時間内
配 送 担 当 出前館スタッフ

バイク便「ベテラン便」が日用品や医薬品などをお届けします！
配送無料店舗 新・文京ソコヂカラウェブサイト掲載物販店舗・薬局
購入・配送依頼 新・文京ソコヂカラウェブサイトまたは店頭
配送可能時間 ベテラン便は翌日の午後配送（時間指定不可）
配 送 担 当 ベテラン便

１ 対象：地元の商店会に加入している店舗　２ 導入及び決済手数料：無料
３ 問合せ：文京区商店街連合会事務局　☎03-3811-4231　午後１時～午後６時（土・日・祝日及び年末年始を除く）
　※ 商店会に加入していない店舗は、新規加入すると対象になります。対象店舗には専用のポスターを配付します。

【LINE Pay取扱店舗の募集について】

▼このポスターが目印

▼ キャンペーン
特設サイト

▼ LINE公式アカ
ウントで対象
店舗を検索！

日用品・
医薬品など弁当・惣菜
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　文京区では、商店街の空き店舗で創業する方等を、家賃助成と無料の経営相談により
サポートする「チャレンジショップ支援事業」を行っています。
　今回対象となった10件とも、とても良い店舗なので是非一度足をお運びください。

　2019年７月に白山上交
差点に、大学・大学院の同
級生であった院長と副院長
との共同で開院しました。
　地域に根ざすアットホー
ムな医院作りを目指し、専
門の歯周病治療をベース
に、大学院で培った根拠に基づいた治療を実践します。

デンタル文京白山

住　　所 文京区白山1-37-3 EXAM白山２階
電話番号 03-6801-8602

営業時間 月～金 9：30～ 13：00　14：30～ 19：00
　土 9：30～ 16：30

定 休 日 日曜日、祝日
ホームページ https://www.dental-bunkyo-hakusan.jp

　毎日、豊洲＆築地で新鮮なネ
タと旬の物を仕入れています。
　お子様連れでもウェルカム！
美味しくて楽しいアットホーム
なお店です。
　お寿司は一貫から注文できま
すので、どうぞお気軽にお越し
ください。

喜常寿司（きつねずし）

住　　所 文京区千駄木3-32-11
電話番号 03-5809-0174

営業時間 11：30～ 14：00
17：30～ 22：00

定 休 日 水曜日

令和２年度は10店舗が
チャレンジショップ支援事業の対象となりました店舗紹介

　2020年１月にオープ
ンしたばかりの当店は、店
主とおかみの２人で切り盛
りする小さな店。気配りの
行き届いた丁寧な接客を心
がける、アットホームな空
間となっております。
　また、地元の方々に日常的にご利用いただけるような、
リーズナブルな価格も魅力。お店でゆっくりとお食事いただ

くのはもちろん、テイクア
ウトできるお弁当も心を込
めて作っておりますので、
ご自宅でも当店の優しい味
わいをお楽しみください。

一卵亭

住　　所 文京区根津２-37-１
電話番号 03-5834-8909

営業時間  8：00～ 14：30
17：00～ 20：00

定 休 日 火曜日

　茗荷谷駅近くの小さな
雑貨店です。
　日々の暮らしがほんの
少しでも豊かになるよう
な食雑貨、小物、洋服な
どをセレクトし販売して
おります。
　宝物探しをするような
気分でお気軽にお立ち寄
りください。

生活雑貨の店 hibi

住　　所 文京区大塚1-1-21
電話番号 080-8884-7869
営業時間 11：00～ 18：00
定 休 日 日曜日・月曜日

　当店のピザは全て1人前
です。自分専用。誰かと
シェアする必要はありませ
ん。オーダーが入ってから
１枚ずつ焼き上げ、出来立
てを提供いたします。
　自家製のトマトソースと
生地、無添加チーズを使用。本格シカゴピザを手軽に味わえ
るアメリカンピザレストランです。

SUPER PIZZA

住　　所 文京区本郷6-18-9 スワンレイク本郷１F
電話番号 03-5615-9686

営業時間 11：00～ 15：00（LO 14：30）
17：00～ 21：00（LO 20：30）

定 休 日 水曜日
ホームページ https://www.superpizza-tyo.com/

住　　所 文京区白山２-19-9-2F アトリエ1
電話番号 090-4758-1059
営業時間 10：00～ 14：00
定 休 日 水、土日祝
ホームページ http://woods-c.com

　学校に通えていなかっ
たり、学習に不安のある
小中学生に個別で対応す
る学習支援室です。
　知り合いの家に遊びに
来たような、安心して過
ごせる雰囲気の中でお子
様１人１人に合わせた
ペースで学習します。

Woods ふくろうの部屋
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　新型コロナウイルスの感染拡大により雇用情勢が悪化し、離職者数が急激に増加している現状を踏まえ、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて離職された方と人材の確保を希望する区内中小企業とのマッチン
グ支援等を行う「緊急就労支援事業」を実施します。

実 施 期 間  令和２年12月から令和３年３月末まで
支 援 対 象  （求職者） 新型コロナウイルスの影響を受けて離職された区民と区内中小企業への就職希望者
 （企　業）人材の確保を希望する区内中小企業
事 業 内 容   求職者向けに、ビジネスマナーやコミュニケーションスキル等の再確認、企業研究等に関する

研修を行った後、人材の確保を希望する区内中小企業とのマッチング支援を行います。
  求職者は、マッチングが成立した企業で１か月以内の就労体験に従事し、派遣期間の終了後、

派遣先企業での正規雇用化を目指します。
 ※就労体験期間中の賃金は、区が全額負担します。

　Re:Mindはハーブピー
リング・美容整体を始め、
様々な施術メニューを組み
合わせ、お客様１人１人に
合わせたパーソナルプログ
ラムをご提案しています。
完全個室のため、安心して
ごゆっくりお過ごしいただけます。
　ご来店をお待ちしております。
住　　所 文京区大塚3-1-10 ラ・ネージュ小石川301
電話番号 03-6902-9654
営業時間 10：00～ 19：00
定 休 日 不定休
ホームページ https://www.remind-beauty.jp

Re：Mind（リマインド）
　江戸川橋駅より徒歩３分、地蔵
通り商店街の一角にあります。
　カジュアルなイタリアンレスト
ランとして、季節に合った旬の食
材を取り入れ、和食とも組み合わ
せた創作料理も多数ご提供してい
ます。親子連れの方もお気軽にご
来店ください。

ITALIAN GRILL 芹

住　　所 文京区関口１-５-６
電話番号 03-3266-7111

営業時間（ランチ）　 11：30～ 14：30（ディナー）17：30～ 22：30
定 休 日 日曜日

　ヨーロッパの街角で親しまれて
いるカジュアルな料理の数々を、
気軽に少しずつ、お楽しみいただ
けるバル。
　おすすめは、揚げたてのフリッ
ト。落ち着いた空間での貸切パー
ティーも承っています。

欧風小皿料理Sempre（センプレ）

住　　所 文京区音羽１-17-15 グランドネス音羽２階
電話番号 03-6912-2203

営業時間 11：00～ 15：00（LO 14：30）
17：30～ 23：00（LO 22：30）

定 休 日 不定休

　健康的で体に優しい、何
よりも美味しい、そんなパ
ンのあるお店。
　お店の石臼で挽いた福岡
県産の無農薬の全粒粉を
使っているので、香ばしく
味わい豊かなパンやデニッ
シュを焼いています。

住　　所 文京区白山4-37-37-101
電話番号 03-5981-9822
営業時間 10：00～ 18：00
定 休 日 水、金、第３木曜日
ホームページ https://tenera.jp

株式会社TENERA BREAD&MEALS

緊急就労支援事業を実施します！

本事業は区報12月25日号でお知らせする予定です。
また、別途、事業チラシを発行・配布しますので、あわせてご覧ください。
求職者の方、人材確保をお考えの企業様のご参加をお待ちしております。
※本事業の運営は、本区から委託を受けた民間事業者が実施いたします。

事 業 概 要 （ 予 定 ）

【お問い合わせ】経済課産業振興係　☎03-5803-1173



第142号　令和２年11月（季刊） 4

All Bunkyo 企業人交流会を開催します！！
　文京区内企業のネットワークの強化や企業の相互発展を目的として、区内の大企業・中小企業・個人事業主の勉強
会＆交流会である「All Bunkyo 企業人交流会」を開催します。
　今回は「コロナ時代の新たな働き方に関する取組み」をテーマに、テレワーク・リモートワークの他、新たな働き
方に一早く取り組み、生産性を高めている企業様の活動紹介を行う予定です。
　これからの時代に求められる新しい働き方や労務管理等を学ぶ機会ですので、ぜひご参加ください。

■ 日　　時：令和３年１月21日（木）午後２時～午後３時30分
■ 対 象 者：区内の企業にお勤めの方、個人事業主
■ 定　　員：60名（先着順・１社あたり２名まで）
■ 費　　用：無料
■ 内　　容：企業における活動事例の紹介（３社）
　　　　　　※ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、Zoomを活用し、オンラインセミナー形式で開催します。
■ 申込方法： FAX又は区ホームページの申込フォームに必要事項を記入の上、お申込みください。

【お問い合わせ】文京区 経済課 産業振興係 TEL：（5803）1173　FAX：（5803）1936

文京区キャリアデザインプロジェクト

　29歳以下の就職希望者を対象に、冬季インターンシップを実施します。インターンシップ生の受入れにご協力い
ただける区内の企業様を募集いたします。
　また、インターンシップの実施にあたり、企業様とインターンシップ希望者をマッチングする面談会を開催しま
す。区内の企業様のご参加をお待ちしております！

　　　　　令和２年12月12日（土）
　　　　　午前の部：午前10時～正午　
　　　　　 午後の部：午後１時～午後３時（予定） 
　　　　　 文京区民センター ２-Ａ会議室 

（文京区本郷4-15-14）

　　　　　 29歳以下のインターンシップ参加希望者及
び文京区内企業

　　　　　無料

　　　　　20社程度（午前10社、午後10社）

日　時

会　場

対　象

参加費

定　員

【申込・問合せ先】文京区キャリアデザインプロジェクト運営事務局（委託先：株式会社学情　TEL：03-3545-7330）

～冬季インターンシップのご案内～

文
ふ み

の京
みやこ

若年者向け就職面接会のご案内
　39歳以下の就職希望者を対象に、複数の企業の出展による合同就職面接会を開催します。
　就職活動をされている方、人材の採用を希望される企業様を募集いたします。
　多くの方のご参加をお待ちしております！

　　　　　 令和３年１月29日（金）※２部制
　　　　　〔第１部〕
　　　　　午後０時15分～午後１時45分
　　　　　（受付：午前11時45分～午後０時15分）
　　　　　〔第２部〕
　　　　　　午後２時30分～午後４時
　　　　　（受付：午後２時～午後２時30分）
　　　　　 文京シビックセンター２階　小ホール　 

（文京区春日1-16-21）
　　　　　 39歳以下の就職希望者・人材の採用を希望

する文京区内企業

　　　　　就職希望者、参加企業ともに無料
　　　　　参加企業：８社程度
　　　　　※ 就職希望者については各回32名（先着順）

で完全予約制です。
　　　　　①参加企業より活動紹介・企業PR
　　　　　②参加企業の個別ブースによる面接会
　　　　　 就職希望者の方は、当日の予約状況によって

は複数の企業と面接ができる場合がありま
す。

　　　　　 履歴書（写真貼付）を複数枚ご用意ください。

日　時

会　場

対　象

参加費
定　員

内　容

その他

【申込・問合せ先】ハローワーク飯田橋　事業所第二部門　TEL：03-3812-8609 32#
　　　　　　　　　https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/iidabashi.html
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 家賃支援給付金とは

　新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の
延長などにより、売上の減少に直面するみなさまの事業の継続を
ささえるため、賃料の負担を軽減することを目的として賃借人で
ある事業者に対して給付金を給付します。

 給付の対象

　法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事
業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法
人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
　個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。

 給付額

　申請日の直前1か月以内に支払った賃料などをもとに算定され

た金額が支給されます。

　法人は、最大600万円、個人事業者は最大300万円　

 申請の期間

給付金の申請期間は、2021年1月15日までです。
※上記は、8月28日時点の予定期間となります。
詳細は、家賃支援給付金　ホームページ
（https://yachin-shien.go.jp/index.html）をご確認ください。

 相談ダイヤル

家賃支援給付金コールセンター　
0120-653-930　
受付時間：8：30～19：00　
　　　　　平日・日曜日対応（土曜日・祝日除く）

 概　要

　事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えす
るため、国の家賃支援給付金に独自の上乗せ給付を（3か月分）
を実施します。ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象
としており、都外の物件の家賃等は対象となりません。
※ 「東京都家賃等支援給付金」の申請には、国の「家賃支援給付金」
の給付通知を受けていることが必要です。まずは、国へ「家賃
支援給付金」を申請し、国から給付通知を受けた後に、「東京
都家賃等支援給付金」を申請いただきますようお願いします。

 給付対象者の要件　　

　次の全ての要件を満たす者とします。
　⑴　国の家賃審給付金の給付通知を受けていること
　⑵　 都内に本店又は支店等のある中小企業等又は個人事業主で

あること
　　ア　中小企業等においては、①又は②であること。
　　　①　都内に本店を有すること
　　　②　都の法人事業税又は法人住民税の課税対象者であること
　　イ　個人事業主においては、①又は②であること
　　　①　都内に住所を有すること　
　　　②　都内で事業を営んでいること
　⑶　 都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の

所有する土地又は建物を直接占有し、使用及び収益をして

いることの対価として、家賃等の支払いを行っていること。

 給付額

　基準額 × 給付率 × 3か月分
基準額： 国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の

総額（月額）
給付率：給付額を算定するにあたり、基準額に乗じる率
　　　　 中小企業等の場合、基準額が75万円までは12分の1、

75万円を超える部分については24分の1
　　　　 個人事業主の場合、基準額が37万5千円までは12分の

1、37万5千円を超える部分については24分の1

 申請の期間

給付金の申請期間は、2021年2月15日までです。
詳細は、東京都家賃等支援給付金　ホームページ
（https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp）をご確認ください。

 相談ダイヤル

東京都家賃等支援給付金コールセンター　
03-6626-3300　
受付時間：9：00～19：00
　　　　　（土日祝日・年末年始除く）

＜家賃支援給付金のご案内＞

＜東京都家賃等支援給付金のご案内＞

　新輸出大国コンソーシアム事業を活用して海外展開（輸出、海外拠点設立）に取り組んでいる中小企業の成功事例や失敗事例、初め
て海外展開するにあたってのポイントを、コロナ禍に直面した企業が取った行動などと絡めて、Withコロナ時代の海外展開等を考え
ます。

日　　時  令和2年12月3日（木）14：00～15：30
講　　師  小林　寛　氏
会　　場   オンライン開催（Zoomにて実施いたします。

各自ご自宅、事務所等からご参加ください。）
参 加 費  無料
定　　員  60名

 ※先着順。参加券は発行いたしません。
 ※定員を超える場合のみご連絡いたします。

申 込 方 法   右記QRコードか下記URLより申
込みフォームにアクセスし、必要
事項をご入力のうえお申し込みく
ださい。

 https://forms.gle/4uZtNaby7CLh6Zj99
お問い合わせ  ヒューマンアカデミー株式会社
 電話番号：03-5348-2039
 受付時間：10：00～17：00

企業力向上オンラインセミナー
コロナに直面した海外展開企業 ～事例からWithコロナ時代を考える～
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　製造業の業況は悪化幅がわずかに縮小しています。小売業の業況は悪化幅が非常に大きく拡大し、
サービス業の業況は悪化幅が拡大しています。卸売業の業況は悪化幅がかなり縮小し、不動産業の業
況は悪化幅がかなり縮小しています。

文京区今期の特徴点
令和２年７月～９月
調査時期　２年９月中旬
調査方法　面接聴取

【製造業】
前期 －65.5 　製造業の業況は悪化幅がわずかに縮小しています。DI値は、文京区では

4.3ポイント増の－61.2、全都では２ポイント減の－49です。文京区の各
項目をみると、売上額は0.4ポイント減の－61.5と横這いで前期並の減少
が続いています。受注残は4.2ポイント減の－62.6と減少幅がわずかに拡
大しています。収益も2.5ポイント増の－56.8と減少幅がわずかに縮小し
ています。来期の業況は悪化幅がわずかに縮小すると予測されます。売上額
は回復の兆しが見え、受注残は減少幅が大きく縮小し、収益は幾分改善する
見込みです。今後もコロナ禍の影響は継続すると予想されます。

今期 －61.2

来期 －57.2

【小売業】
前期 －40.9 　小売業の業況は悪化幅が非常に大きく拡大しています。DI値は、文京区で

は20.3ポイント減の－61.2、全都では１ポイント増の－49です。文京区
の各項目をみると、売上額は12.2ポイント減の－69.5と減少幅がかなり拡
大しています。収益は1.6ポイント減の－54.2と横這いで前期並の減少が
続いています。来期の業況は悪化幅が縮小すると予測されます。売上額は減
少幅が非常に大きく縮小し、収益は大きく改善する見込みです。今後もコロ
ナ禍の影響は継続すると予想されます。

今期 －61.2

来期 －53.6

【サービス業】
前期 －37.5 　サービス業の業況は悪化幅が拡大しています。DI値は、文京区では6.8ポイ

ント減の－44.3、全都では４ポイント増の－47です。文京区の各項目をみる
と、売上額は11.2ポイント減の－46.1と減少幅がかなり拡大しています。収
益も5.0ポイント減の－36.5と減少幅が拡大しています。来期の業況は悪化
幅が非常に大きく拡大すると予測されますが、売上額は持ち直し、収益も大き
く改善する見込みです。今後もコロナ禍の影響は継続すると予想されます。

今期 －44.3

来期 －65.7

【卸売業】 【不動産業】
前期 －35.7

今期 －24.5

来期 －26.2

前期 －47.0

今期 －37.2

来期 －44.5

スポット君
景気予報

好調 普通 不調
製 造 業 20以上 19～10 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31以下
小 売 業 10以上 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31～－40 －41以下
サービス業 15以上 14～5 4～－5 －6～－15 －16～－25 －26～－35 －36以下
卸 売 業 20以上 19～10 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31以上
不 動 産 業 10以上 9～0 －1～－10 －11～－20 －21～－30 －31～－40 －41以下

有効回答事業所数
製造業　　　68
小売業　　　25
サ－ビス業　31
卸売業　　　18
不動産業　　13
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特別調査「新型コロナウイルスの感染拡大を受けた中小企業の対応について」

本調査結果の特徴
 ① 売上高がコロナ前の水準に回復する時期については、「2021年中」が31.7％で１位、「2022年中」が13.0％で２位、「2020年中」が6.2％で３位と
なっている。

② 出社を必要としない就労形態の実施については、実施した(予定を含む)では、「コロナウイルスをきっかけに実施した」が30.0％で１位、「コロナウイルス
感染拡大前から実施済み」が4.4％で２位、実施していないでは、「実施できる業務ではない」が53.1％で１位、「従業員がいない(家族経営等)」が5.6 
％で２位となっている。

③ 雇用並びに１人当たりの支給額に関する方針については、正規社員では、「雇用、支給額とも維持･増加する」が56.5％で１位、「該当者はいない」が
23.0％で２位、非正規社員では、「該当者はいない」が44.1％で１位、「雇用、支給額とも維持･増加する」が36.0％で２位となっている。

④ 事業見直しの実施・検討については、「実施･検討していない」が35.2％で１位、「職場環境(3密防止など)」が32.7％で２位、「勤務時間、勤務方法」が
32.1％で３位となっている。

⑤ 営業拡大の観点から実施・検討していることについては、「新しい顧客の開拓」が33.1％で１位、「実施･検討していない」が30.0％で２位、「既存顧客に
対するサポートの徹底」が26.9％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】 貴社では、売上高がコロナ前の水準に回復する時期を、いつごろと見込んでいますか。１～７の中からお答えください。 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
１．現状でコロナ前に到達･上回っている 5.6 5.9 5.6 12.0 3.2 － －
２．2020年中 6.2 5.9 － 4.0 9.7 33.3 －
３．2021年中 31.7 29.4 38.9 32.0 32.3 33.3 30.8
４．2022年中 13.0 16.2 5.6 12.0 12.9 16.7 7.7
５．2023年以降 5.0 7.4 － 4.0 3.2 － 7.7
６．戻ることはない 5.6 7.4 5.6 － 9.7 － －
７．わからない 32.9 27.9 44.4 36.0 29.0 16.7 53.8
【問２】 貴社では、テレワークや在宅勤務、リモートワークといった、出社を必要としない就労形態を実施(予定を含む)していますか。 

実施しているか方は１～３の中からお答えください。実施していない方はその理由について、最も当てはまるものを４～０の中からお答えください。 
 単位：％

項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
実施した(予定を含む)
　１．コロナウイルス感染拡大前から実施済み 4.4 6.0 5.6 － － 16.7 7.7
　２．コロナウイルスをきっかけに実施した 30.0 26.9 55.6 8.0 38.7 33.3 30.8
　３．これから実施する予定 2.5 3.0 － 4.0 3.2 － －
実施していない
　４．実施できる業務ではない 53.1 55.2 27.8 80.0 51.6 33.3 38.5
　５．実施コストがかかる － － － － － － －
　６．セキュリティ面で不安 0.6 1.5 － － － － －
　７．従業員を管理できない 0.6 － － － － － 7.7
　８．ITに知見を持つ人材がいない 1.9 3.0 － － － － 7.7
　９．従業員がいない(家族経営等) 5.6 3.0 5.6 8.0 6.5 16.7 7.7
　０．その他 1.3 1.5 5.6 － － － －
【問３】 貴社では、今現在、雇用ならびに１人当たり支給額(給与、手当、賞与等)に関する方針について、どのようにお考え(予定を含む)ですか。 

正規社員は１～５の中から、非正規社員は(パート、アルバイト、派遣社員等)は６～０の中から、それぞれお答えください。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

正規社員
　１．雇用、支給額とも維持･増加する 56.5 55.9 61.1 52.0 64.5 83.3 30.8
　２．雇用は維持･増加するが、支給額を減らす 13.7 16.2 11.1 16.0 9.7 － 15.4
　３．雇用を減らし、支給額は維持･増加する 2.5 1.5 11.1 － 3.2 － －
　４．雇用、支給額とも減らす 3.7 4.4 － 4.0 6.5 － －
　５．該当者はいない 23.0 22.1 16.7 28.0 16.1 16.7 46.2
非正規社員
　６．雇用、支給額とも維持･増加する 36.0 27.9 44.4 40.0 41.9 66.7 30.8
　７．雇用は維持･増加するが、支給額を減らす 6.8 5.9 5.6 16.0 3.2 － 7.7
　８．雇用を減らし、支給額は維持･増加する 0.6 1.5 － － － － －
　９．雇用、支給額とも減らす 6.8 8.8 － 8.0 9.7 － －
　０．該当者はいない 44.1 50.0 44.4 36.0 38.7 16.7 53.8
【問４】 貴社では、今現在、今後の事業の見直しについて、実施・検討していることはありますか。 

実施・検討している方は、１～９の中から最大３つまで選んでお答えください。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．調達先･調達方法(多様化･分散など) 15.1 10.4 5.6 28.0 16.1 － 30.8
２．勤務時間、勤務方法 32.1 35.8 38.9 16.0 35.5 20.0 30.8
３．職場環境(3密防止など) 32.7 31.3 22.2 24.0 51.6 20.0 30.8
４．委託先･外注先選定の見直し 9.4 9.0 11.1 － 16.1 － 15.4
５．事業継続計画(BCP)の整備･見直し 4.4 7.5 5.6 － － － 7.7
６．生産･販売拠点の見直し 7.5 4.5 5.6 16.0 9.7 － 7.7
７．事業全体(事業転換など) 6.3 10.4 5.6 8.0 － － －
８．事業譲渡･廃業 0.6 － － 4.0 － － －
９．その他 1.9 － 5.6 4.0 3.2 － －
０．実施･検討していない 35.2 35.8 38.9 36.0 25.8 80.0 30.8
【問５】 貴社では、今現在、営業拡大の観点で実施・検討していることはありますか。 

実施・検討している方は、１～９の中から最大３つまで選んでお答えください。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．営業方法の模索(オンライン商談など) 20.0 19.1 17.6 24.0 16.1 16.7 30.8
２．販売チャネルの模索(配達など) 10.0 7.4 11.8 20.0 6.5 16.7 7.7
３．新しい顧客の開拓 33.1 35.3 23.5 20.0 41.9 33.3 38.5
４．広告宣伝方法の模索(SNS活用など) 14.4 10.3 5.9 32.0 12.9 16.7 15.4
５．新商品･サービスの開発 16.3 19.1 17.6 24.0 12.9 － －
６．既存顧客に対するサポートの徹底 26.9 22.1 23.5 16.0 51.6 16.7 23.1
７．生産･販売拠点の拡充 1.9 － 5.9 － － 16.7 7.7
８．同業者･外部支援機関等との連携強化 10.6 10.3 5.9 － 19.4 16.7 15.4
９．その他 0.6 － － 4.0 － － －
０．実施･検討していない 30.0 30.9 47.1 32.0 12.9 33.3 38.5
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ウェルカム商店街オンラインセミナー

医工連携オンラインセミナー
医療機器関連企業＆ものづくり企業にオススメ

　新型コロナウイルス感染症の影響下において、宅配事業や非接触販売など今後の商店の活動に役立つテーマについ
て、オンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、文京区商店街連合会が実施する新・文京ソコヂカラ宅配プロ
ジェクトや、LINE Payを活用したポイント還元キャンペーンについて詳しい説明もございますのでご興味のある方は
是非ご参加ください。

開 催 方 法 　ZOOMにより実施
参 加 料 　無料
申 込 方 法 　右記QRコードまたは下記URLよりお申し込みください。
 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZvokscTgTvWIOjWUrALnyg
※ 現在12月開催のセミナーのお申込みを受け付けております。1、2月開催のセミナーについてはチラシ、区報などで
お知らせいたします。
主 催 　文京区・大田区・川崎市
共催（予定）　公益財団法人大田区産業振興協会・公益財団法人川崎市産業振興財団・商工組合日本医療機器協会
後援（予定）　 小石川医師会・文京区医師会・小石川歯科医師会・文京区歯科医師会・一般社団法人日本医療機器産

業連合会・一般社団法人日本医工ものづくりコモンズ・経済産業省関東経済産業局・日刊工業新聞社

　文京区は、ものづくりが盛んで医工連携を積極的に推進している、大田区及び川崎市と連携して医工連携オンライン
セミナーを開催します。
　セミナーでは、医工連携の実績がある医師や技術者等による講演を予定していますので、この機会にぜひ是非参加を
ご検討ください。

テ　ー　マ 対　　象 日　　程

ZOOMの活用方法と宅配事業の活用
（新・文京ソコヂカラ宅配プロジェクトの説明含む）

飲食店 令和２年12月９日（水）
14：00～15：30

小売店 令和３年１月20日（水）
19：00～20：30

IOT技術を活用した非接触型販売
（LINE Payを活用したポイント還元キャンペーンの説明含む）

飲食店 令和２年12月11日（金）
14：00～15：30

小売店 令和３年１月27日（水）
19：00～20：30

宅配及びテイクアウトのポイント 飲食店 令和３年２月10日（水）
14：00～15：30

ECサイトの始め方 小売店 令和３年２月17日（水）
19：00～20：30

開 催 方 法 　ZOOMにより実施
参 加 料 　無料
申 込 方 法 　右記QRコードまたは下記URLよりお申し込みください。
 https://forms.gle/Abu1RggvHGopQEea6
※ 現在12月開催のセミナーのお申込みを受け付けております。1、2月開催のセミナーについては12月頃チラシ、区
報などでお知らせいたします。

テ　ー　マ 日　　程

コロナ禍でのAI画像診断の役割について 12月17日（木）
14：00～15：30

コロナ禍での遠隔診療の可能性について １月15日（金）
14：00～15：30

コロナ禍での医療物資の供給について ２月実施予定

【お問合せ先】文京区経済課 産業振興係　☎（5803）1173　FAX（5803）1936

【お問合せ先】文京区経済課 産業振興係　☎（5803）1173　FAX（5803）1936


