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【お問い合わせ】文京区 経済課 産業振興係（文京シビックセンター地下２階）　TEL：（5803）1173

11月15日（金） 午前10時～午後６時

11月16日（土） 午前10時～午後５時

　文京博覧会（通称：ぶんぱく）では、区内の産業について広く文京区内外に情
報発信するために、区内の中小企業や産業団体等が一堂に会して展示、実演、研
究発表、販売を行います。
　区内の産業・商業・伝統工芸等に触れながら、文京区の新しい魅力を再発見す
ることができるチャンスです。文京区の産業をまるごと体験してください。皆様
のご来場をお待ちしております！
　詳細につきましては、今後掲示されるポスターやパンフレットをご覧ください。

区民ひろば（物産展）

中小企業支援員が区内企業を訪問しています!!
　中小企業支援員が区内企業を訪問し、企業の現状や課題にあった支援、セミナー等の情報提供や補助金に関するご
案内をします。関係機関の紹介、販路開拓や設備投資のご相談もお受けします。

中小企業支援員が区内企業を訪問しておりますので、詳しく知りたい方は、ぜひご連絡ください。

文京シビックセンター（地下２階、１階他）会場

文京博覧会（ぶんぱく）2019
開催日
決定!!

BUNレンジャー
今年も出動予定

～中小企業支援員をご紹介します～

　企業で、事業企画
の立案、経営管理、
子会社経営、監査等、
企業経営に関わる業
務に携わってきまし
た。また、海外勤務
含め、海外事業展開、
海外子会社設立・運
営等を長く経験して
きました。
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　金融機関で、長年、
金融財務を含めた販
売強化、コスト削減、
労務管理等、多岐に
渡り中小企業の支援
を行ってきました。
また、職務経験から
融資制度についての
知識があります。
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　自動車メーカーの
役員として多岐に渡
る業務に携わってき
ました。また支援員
となる直前は中小企
業の社長として、人・
モノ・金に関わる実
際の苦労とやりがい
も経験しています。
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主 な
活動内容

●区、都、国の各種中小企業向け補助金の紹介
●中小企業向けセミナーの案内（経営・創業・省エネ等）
●企業間交流会イベント等の案内
●販路拡大についての助言　等

文京区 経済課 産業振興係（文京シビックセンター地下２階）
TEL：（5803）1173お問い合わせ先
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文京区大学発ベンチャー支援事業認定企業のご紹介

　本製品は、空気の重さを利用して高度変化をリアルタイムに検出する高
度変化計です。単４乾電池２本サイズで約5gと小型・軽量で無線化も可能
なため、GPSが届かない屋内や高層ビル群の狭間でも、容易にcm単位の
高度変化が検出できます。
　活動量計の動作推定精度の向上、工事現場での３次元位置特定や異常検
知、カーナビで高速道路／一般道の誤検知防止、ドローンの精密な高度制御など、様々な用途での利用が期待されています。

MEMS-on Technologies株式会社
住所：文京区本郷７-３-１　東京大学アントレプレナープラザ205号
Mail：sales@MEMS-on.com

小型・無線高度計 AMBD04

　太陽光発電（PV）は適切な維持管理を通じて長期安定稼働を実現す
ることが重要です。当社は独自のPVパネル単位のIoT/AIソリューショ
ンを用いてパネル１枚から発電設備全体までを正しく理解し、適切な維
持管理計画を提示する次世代の運営モデルを提案します。太陽光発電設
備のメンテナンス性向上や、発電所再生のための投資の意思決定支援を
狙っています。

ヒラソル・エナジー株式会社
住所：文京区本郷７-３-１　東京大学アントレプレナープラザ205号
Mail：info@pplc.co

太陽光パネル単位のIoT健診・見守りサービス

　開発期間短縮と品質安定化を実現する設計手法として、本製品は、①
自動車や航空機などの製品全体を部分構造に分割して、各仕様・目標値
を割付けて個別設計を並列に実施し、最後に統合して製品を完成させる
システムズエンジニアリングや、②製品を数値計算上のモデルに置換え
て設計検討を進めるモデルベース開発に必須となる設計技術をソフト
ウェアとして提供します。

株式会社ジーツーワン
住所：文京区本郷７-３-１　東京大学アントレプレナープラザ
Mail：support@z2one.com

振動騒音要因特定解析ソフトウェア

大学発ベンチャー支援事業を実施します！
大学発ベンチャー企業が新製品又は新技術の開発等に取り組む場合に必要な経費の一部を補助します。

対 象 者  設立10年未満の大学発ベンチャー企業
対象経費  平成31年（2019年）４月１日から令和３年（2021年）２月28日までの期間に支出した経費
補 助 率  ３分の２（限度額100万円）
募集期間  令和元年９月２日（月）から令和元年10月31日（木）まで

 ※大学発ベンチャー企業の要件（下記のいずれかに該当するもの）
⑴　�大学が有する研究成果又は特許をもとに設立に至った企業
⑵　�会社を設立した後、５年以内に大学が有する研究成果や特許を取得し、
又は共同研究等を行った企業

⑶　�大学の教職員又は学生が設立した企業のうち、事業の内容が大学にお
ける研究内容等と関連がある企業

⑷　�設立に当たり、大学が出資し、又は技術移転機関等が関与した企業
⑸　現役の大学生又は大学院生が経営している企業

【お問い合わせ】文京区 経済課 産業振興係（文京シビックセンター地下２階）　TEL：（5803）1173

⃝�薬品（医療品、農薬等）、口に入れるもの、
化粧品など肌に塗るもの

⃝すでに開発が終了しているもの
⃝�「文京区新製品・新技術開発費補助金」や、
他の行政機関による同種の補助金等の交付を
受け、または受ける予定であるもの

補助対象とならないもの
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引き続きプレミアムお買物券取扱店舗を募集します
　文京区及び文京区商店街連合会では、地域経済の活性化を目的に、プレミアムお
買物券を販売します。10月からお買物券を取り扱う店舗を募集しています。今年度は、
医療費・薬等の保険適用に係る支払いにもお買物券を利用することができます。診療
所、薬局等の医療関係機関様についても、ご応募いただきますようお願いいたします。

　お買物券は、電子マネーのチャージ、切手等の有価証券、
たばこの購入や公共料金の支払いには使用できません。

　８月１日以降に申し込まれた店舗については、区が発行す
る取扱店一覧には掲載されませんのでご注意ください。

●お買物券の額面　１枚500円
　　　　　令和元年10月１日から令和２年２月29日まで
　　　　　令和元年10月11日から令和２年３月31日まで
　　　　　�文京区しんきん協議会加盟信用金庫等�

※換金の際に口座の開設が必要となります。

使用期間
換金期間
換金場所

海外展開セミナーを開催します
　海外進出を検討する中小企業様向けの支援事業として、独立行政法人中小企業基盤整備機構と共催し、セミナーを開催い
たします。医療機器関連企業の海外展開に向けて、第１回目は欧州について、第２回目はアジアについて、それぞれの市場
状況や販路開拓のやり方などについて解説します。また、セミナー後には事前申込者を対象とした個別相談会も行います。
海外市場に関心のある事業者の皆様、奮ってご参加ください。

　　　　 �令和元年９月９日（月）午後２時から４時まで�
（午後１時30分より受付）

　　　　 �セミナー終了後、事前申込者を対象とした個別
相談会を開催

　　　　 �文京シビックセンター地下２階�
産業とくらしプラザ内　研修室

　　　　 �（最寄駅：都営地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」　直結）
　　　　 海外進出を検討中の中小企業の方
　　　　 40名（先着順・定員になり次第締め切り）
　　　　 無料
　　　　 山本　雅暁（�独立行政法人　中小企業基盤整備

機構　国際化支援シニアアドバイ
ザー）

日　時

会　場

対象者
定　員
受講料
講　師

「医療機器業界の海外進出～欧州編～」 �第１回目

　　　　 �令和元年10月７日（月）午後２時から４時まで�
（午後１時30分より受付）

　　　　 �セミナー終了後、事前申込者を対象とした個別
相談会を開催

　　　　 �文京シビックセンター地下２階�
産業とくらしプラザ内　研修室

　　　　 �（最寄駅：都営地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」　直結）
　　　　 海外進出を検討中の中小企業の方
　　　　 40名（先着順・定員になり次第締め切り）
　　　　 無料
　　　　 藤田　一彦（�独立行政法人　中小企業基盤整備

機構　国際化支援シニアアドバイ
ザー）

日　時

会　場

対象者
定　員
受講料
講　師

「医療機器業界の海外進出～アジア編～」 �第２回目

外国人おもてなしセミナーを開催します
　区内小売店・飲食店様を対象に、訪日外国人を受け入れる姿勢・心構え、メニュー等の多言語化の事例紹介、アプリ
等を使用したコミュニケーションについて説明いたします。
　また、ネイティブの方との簡単なロールプレイングも行います。区内商店の皆様、奮ってご参加ください。

日　時▶令和元年９月６日（金）午後７時から８時30分まで（午後６時30分より受付）
会　場▶文京シビックセンター地下２階　産業とくらしプラザ内�研修室
　　　　（最寄駅：都営地下鉄三田線・大江戸線「春日駅」　東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」　直結）
対象者▶区内で事業を営む小売店・飲食店
定　員▶30名（先着順・定員になり次第締め切り）
受講料▶無料
講　師▶山口和加子（NPO法人日本文化体験交流塾副理事長）他２名

■申込方法　�経済課で配布する申込書を同課へ郵送または�
FAX （区ホームページからも申込可）

※各商店会は、文京区商店街連合会からお申し込みください。

文京区 プレミアムお買物券コールセンター
☎（5931）4122
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令和元年度は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

【住　　所】文京区春日1-12-6
【T E L】03-6356-5923
【営業時間】�14：00～22：30�

（土曜日は18：00まで）
【定 休 日】�米殻販売は日曜日・祝日、飲食店は�

土曜日・日曜日・祝日
【ホームページ】http://komeesuzunobu.biz/

米笑・スズノブ文京春日店
お米、ご飯にこだわりたい方の
アンテナショップです。ブラン
ド米専門店としては各地の品質
の高いお米を風味・香り・相性
に着目して販売しています。ま
た、併設の酒処では、お米を選
びきちんと炊いた土鍋ごはんの
おいしさを京料理に精通した料
理長がごはんに合う料理を合わ
せて紹介しています。

富坂下
春日通り

富坂上

西岸寺

中学校

後楽園駅

【住　　所】文京区根津2-19-11
【T E L】03-5834-2883
【営業時間】10：00～19：00
【定 休 日】月曜日・木曜日

根津のパン
国産小麦を自家製酵母で長時
間発酵させたパンを焼いてい
ます。地元の方々に愛される
パン屋を目指しています。
ご来店をお待ちしております。

不
忍
通
り

根津一丁目

妙極院

小学校
天眼禅寺

根津駅

言問
通り

【住　　所】文京区本郷３-16-10
【T E L】03-5844-6352
【営業時間】�月～金　７：30～22：00、�

土・祝　９：00～22：00、�
日　　　９：00～18：00

【定 休 日】不定休
【ホームページ】https://www.pan-da.co/

panda
原材料に徹底的にこだわって
作ったパンが並びます。全て無
添加、国産小麦粉使用。定番か
ら個性派まで常時30～40種類
あり、コーヒーはオリジナルブ
レンドです。店内ではモーニン
グセット、ランチ、デザートセッ
ト、夜はお酒とお食事もあり、
一日中楽しめる空間をご用意し
ています。

中学校

三河稲荷神社

本郷三丁目駅

【住　　所】�文京区千石４-43-５�
ラピュタ千石大武ビル１階

【T E L】03-5981-9494
【営業時間】�11：00～14：30（L.O�14：00）、�

17：00～21：45（L.O�21：00）
【定 休 日】月曜日（月曜祝日は営業、翌火曜お休み）
【ホームページ】�https://www.facebook.com/四川家庭料理-�

中洞なかほら-254215038465947

四川家庭料理　中洞（なかほら）
化学調味料不使用の優しい四
川料理。
毎日通いたくなるシンプルな
「旨い！」に挑戦しています。

六義園大塚駅

千石駅

巣鴨駅

【住　　所】�文京区小石川５-41-13�
宮本ビル101

【T E L】03-6240-0787
【営業時間】�9：00～20：00
【定 休 日】年中無休
【ホームページ】https://dog-hagu.com

犬のしつけHAGU
播磨坂付近、千川通り沿い赤いテ
ントとウッドデッキが目印の犬の
しつけ・お預かり施設です。落ち
着いた雰囲気の店内は、ワンちゃ
んにとってもストレスの掛かりに
くい環境です。
トレーニング技術も間違いなし！
警察犬から家庭犬まで幅広く携
わってきた経験豊富なトレーナー
が対応いたします。ワンちゃんの
散歩がてら、是非お立ち寄りくだ
さい。心よりお待ち申し上げてお
ります。

植物園前

小石川植物園

茗荷谷駅
播磨
坂

【住　　所】文京区湯島４-６-11
【T E L】03-5615-9766
【営業時間】�ランチ　　11：30～14：00�

ディナー　17：00～21：00（L.O 20：30）
【定 休 日】日曜日・祝日

湯島天丼　喜代松
創業1967年。日本料理喜代
松が、天ぷら屋をOPENし
ました。
気軽な雰囲気と手軽な値段
で、天ぷらを中心としたメ
ニューをご用意しております。
17席の小さな店ですが、居
心地の良い空間づくりを心が
けています。ご来店お待ちし
ています。

湯島天神

京成上野駅

湯島駅 上野広小路駅

御徒町駅

不忍池

　文京区では、商店街の空き店舗で創業する方を、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。

店舗紹介
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【住　　所】文京区千駄木３-42-7
【T E L】090-7555-1086
【営業時間】11：00～18：00
【定 休 日】木曜日＋不定休
【ホームページ】https://houkivoshi.storeinfo.jp/

箒星
全国から選りすぐられた現代
作家(陶芸・木工・ガラスなど)
の食の器やオブジェの展示販
売をしております。
築60年の古民家に日本の古
家具や西洋のアンティーク家
具を配した情緒あふれる空間
です。

文京千駄木三郵便局

千駄木駅

【住　　所】文京区根津２-12-４�１F
【T E L】03-5834-7661
【営業時間】�11：00～23：00�

（日曜日、祝日　11：00～21：00）
【定 休 日】火曜日
【ホームページ】https://sakanoshitano-oryzae.owst.jp/

坂ノ下ノオリゼ
根津駅、徒歩１分。100銘
柄を取り揃えるカジュアルな
日本酒バル！本マグロ赤身の
刺身、マグロのテールステー
キなど、おつまみも多彩にご
用意。コース、店内貸切も承っ
ておりますので、お気軽にご
相談ください。

根津一丁目

妙極院

小学校

根津駅

不
忍
通
り 言問

通り

【住　　所】�文京区千石４-39-９�
大友ビル１階

【T E L】03-6902-2917
【営業時間】�17：00～22：00
【定 休 日】水曜日

真寿司
都営地下鉄三田線千石駅徒歩
３分白山通りと不忍通りの交
差点から１本奥に入った住宅
街にある隠れ家的な寿司店で
す。
毎朝、豊洲市場から仕入れる
旬の魚介類を提供します！

千石一丁目

高校 小学校

六義園

千石駅

【住　　所】�文京区千駄木1-23-6�
グリーンヒル汐見701

【T E L】03-5834-7031
【営業時間】10：00～20：00
【定 休 日】水曜日
【ホームページ】https://balancebody.jp/

BalanceBody
BalanceBodyは、皆様が健
やかに毎日を過ごせるように
お手伝い致します！
辛いコリや筋肉の張りは、生
活習慣の中に要因がありま
す。1人1人に合わせたセル
フケアも提案させて頂きます。
整体とセルフケアで体も心も
元気になりましょう。

団子坂上森鴎外
記念館

満足
稲荷神社

図書館
千駄木駅

中小企業人材確保・採用拡大支援事業を実施します！
　区では、日本女子大学及び明治大学と連携を図り、リカレント教育※受講者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「中小企業人材確保・採用拡大支援事業」を実施します。
※リカレント教育…�何歳になっても新たに学び、それにより社会で活躍・貢献する機会を得ることを目的とした教育のこと

【お問い合わせ】パーソルテンプスタッフ株式会社　TEL：03-5439-6197

　本事業は区報８月10日号でお知らせしています。
　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。
　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パーソルテンプスタッフ株式会社が実施いたします。

事　業　内　容

⃝日　時　令和元年８月30日（金）　午後１時30分～午後５時
⃝対　象　区内中小企業
⃝定　員　20社（１社あたり２名まで）
⃝場　所　文京シビックセンター地下２階　産業とくらしプラザ

❶ 区内企業向けセミナー 人材獲得困難時代に打ち克つ“攻め”の採用戦略 ❷ マッチング支援
　日本女子大学及び明治大学のリカレン
ト教育受講者を対象にセミナーを実施し
た後、区内企業とのマッチングを行います。

第137号　令和元年８月（季刊）5



文京区今期の特徴点 平成31年４月～令和元年６月
調査時期   元年６月中旬　　
調査方法   面接聴取　　　　

　製造業・小売業の業況は前期同様の厳しさが続き、サービス業の業況は良好感が強まっています。
卸売業の業況は極端に厳しさを強め、不動産業の業況は大きく悪化に転じています。

【製造業】
前期 －10.4 　製造業の業況は前期同様の厳しさが続いています。DI値は、文京区では0.2

ポイント増の－10.2、全都では２ポイント減の－５です。文京区の各項目を
みると、売上額は3.5ポイント増の－7.9と若干回復の兆しが見えています。
受注残は4.1ポイント増の－6.2と幾分持ち直しています。収益は3.3ポイン
ト増の－7.4とわずかに改善しています。来期の業況は横這いで今期並の厳
しさが続くことが予測されます。売上額はわずかに改善し、受注残は横這い
で今期並の減少が続き、収益は幾分持ち直す見込みです。

今期 －10.2

来期 －10.6

【小売業】
前期 －9.0 　小売業の業況は前期同様の厳しさが続いています。DI値は、文京区では0.1

ポイント増の－8.9、全都では－18で変わっていません。文京区の各項目をみ
ると、売上額は6.0ポイント増の－1.5と減少幅が縮小しています。収益は7.4
ポイント増の－11.3と回復の兆しが見えています。来期の業況は改善傾向が予
測されます。売上額は減少を強めるものの、収益はやや改善する見込みです。

今期 －8.9

来期 －2.7

【サービス業】
前期 0.8 　サービス業の業況は良好感が強まっています。DI値は、文京区では7.2ポイ

ント増の8.0、全都では２ポイント増の－２です。文京区の各項目をみると、
売上額は0.8ポイント減の10.6と前期同様の増加が続いています。収益は6.8
ポイント増の11.1と好調さを強めています。来期の業況は今期同様の水準が
予測されます。売上額、収益ともに今期同様の増加が続く見込みです。

今期 8.0

来期 6.5

【卸売業】
前期 26.5

今期 －4.0

来期 0.6

【不動産業】
前期 8.9

今期 －2.2

来期 －5.3

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　　　85
小売業　　　35
サービス業　37
卸売業　　　26
不動産業　　16
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特別調査「中小企業における人手不足の状況と働き方改革への対応について」
本調査結果の特徴
①�人手の過不足状況については、人手不足では「現場作業関係」が20.0％で１位、「営業・販売関係」が17.1で２位、人手過剰では「営業・販売関係」が1.0％
で１位、「経理・財務・管理関係」が0.5％で２位となっている。

②�女性、高齢者、外国人の活躍推進に係る方針については、女性の活躍では「どちらともいえない」が82.7％で１位、高齢者の活躍では「どちらともいえない」
が82.2％で１位、外国人の活躍では「どちらともいえない」が83.2％で１位となっている。

③�外国人労働者の採用状況については、採用（予定を含む）では「優秀な人材だったため」が4.0％で１位、「日本人を採用できなかったため」が2.5％で２位、採用
していない理由では「外国人採用にメリットを感じない」が18.1％で１位、「文化・コミュニケーション（日本語）への対応が困難」が11.1％で２位となっている。
④�働き方改革による影響については、影響を受けるでは「従業員への処遇・待遇の改善」が9.0％で１位、「勤怠管理の徹底」が7.0％で２位、「従業員の再教育」
が6.0％で３位となっている。

⑤�働き方改革への取組み（取組みたい）事項については、「長時間労働の是正（残業規制、有休義務化）」が37.7％で１位、「賃金引き上げと労働生産性の向上」
が22.1％で２位、「女性・若者が活躍しやすい環境整備」が18.6％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】　貴社では、最近顕在化しつつある人手不足の状況をどのように認識していますか。� 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
【人手不足】
１．現場作業関係 20.0 14.8 3.8 17.1 33.3 75.0 6.7
２．営業・販売関係 17.1 12.3 30.8 20.0 13.9 － 33.3
３．経理・財務・管理関係 2.9 2.5 7.7 － － － 13.3
４．その他の職種 1.0 1.2 － － 2.8 － －
５．適正 57.6 67.9 57.7 60.0 47.2 25.0 46.7
【人手過剰】
６．現場作業関係 － － － － － － －
７．営業・販売関係 1.0 1.2 － 2.9 － － －
８．経理・財務・管理関係 0.5 － － － 2.8 － －
９．その他の職種 － － － － － － －

【問２】　貴社では、人手不足で採用が困難になりつつあるなか、女性、高齢者、外国人の活躍推進それぞれについて、今後、どのようにお考えですか。� 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

【女性の活躍】
１．増やす方針 15.3 9.9 23.1 12.1 17.1 33.3 20.0
２．どちらともいえない 82.7 90.1 76.9 78.8 80.0 66.7 80.0
３．減らす方針 1.0 － － 6.1 － － －
【高齢者の活躍】
４．増やす方針 5.9 4.9 3.8 9.1 2.9 16.7 6.7
５．どちらともいえない 82.2 86.4 88.5 72.7 74.3 83.3 86.7
６．減らす方針 4.5 2.5 7.7 9.1 5.7 － －
【外国人の活躍】
７．増やす方針 4.0 6.2 3.8 － 5.7 － －
８．どちらともいえない 83.2 81.5 88.5 90.9 80.0 75.0 80.0
９．減らす方針 3.5 2.5 3.8 － － 25.0 6.7

【問３】　2019年４月より施行された改正出入国管理法を受けて、外国人労働者の受入れ拡大が見込まれています。こうしたなか、貴社では外国人労働者を採用（予
定を含む。）していますか。� 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
【採用（予定を含む）の理由】
１．優秀な人材だったため 4.0 6.3 － 3.0 5.9 － －
２．海外進出の足がかり － － － － － － －
３．外国人顧客の増加への対応 1.0 － － 3.0 2.9 － －
４．将来の後継者候補 － － － － － － －
５．日本人を採用できなかったため 2.5 5.0 － 3.0 － － －
【採用していない理由】
６．法律や行政手続きへの対応が困難 3.0 1.3 3.8 － 2.9 － 20.0
７．文化・コミュニケーション（日本語）への対応が困難 11.1 7.5 7.7 15.2 14.7 18.2 13.3
８．情報不足でよくわからない 10.6 6.3 26.9 6.1 11.8 9.1 13.3
９．外国人採用にメリットを感じない 18.1 15.0 19.2 15.2 23.5 36.4 13.3
０．そもそも人手が足りている 49.7 58.8 42.3 54.5 38.2 36.4 40.0

【問４】貴社では、働き方改革が求めている「時間外労働の上限規制」や「有給休暇取得の義務化」による影響を受けますか。� 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

【影響を受ける】
１．設備投資・IT化による業務効率化 3.0 6.3 － － 2.9 － －
２．従業員の再教育 6.0 2.5 3.8 － 11.4 18.2 20.0
３．勤怠管理の徹底 7.0 8.8 3.8 6.1 5.7 18.2 －
４．取引先への協力要請 － － － － － － －
５．受注の取捨選択・業務の再構築や縮小 2.5 2.5 3.8 3.0 2.9 － －
６．従業員への処遇・待遇の改善 9.0 8.8 11.5 9.1 5.7 9.1 13.3
７．経営者や管理職のカバーにより代替 1.5 2.5 － 3.0 － － －
８．対応できない 3.0 1.3 7.7 － 2.9 18.2 －
９．影響は受けない 43.0 41.3 46.2 60.6 40.0 18.2 33.3
０．影響があるかどうかよくわからない 25.0 26.3 23.1 18.2 28.6 18.2 33.3

【問５】働き方改革に何らかの対応をしていかなければならないなか、現在既に取り組んでいる事項あるいは今後優先的に取り組みたい事項は何ですか。� 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．同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善 9.0 10.0 20.0 3.1 8.6 － 6.7
２．賃金引き上げと労働生産性の向上 22.1 20.0 40.0 15.6 17.1 16.7 33.3
３．長時間労働の是正（残業規制、有休義務化） 37.7 37.5 24.0 28.1 54.3 50.0 33.3
４．柔軟な転職支援、格差是正のための人材育成 4.5 1.3 12.0 3.1 5.7 － 13.3
５．テレワーク、副業・兼業など柔軟な働き方 3.5 3.8 8.0 3.1 2.9 － －
６．女性・若者が活躍しやすい環境整備 18.6 18.8 20.0 9.4 25.7 8.3 26.7
７．高齢者の就業促進 7.5 3.8 16.0 6.3 11.4 8.3 6.7
８．病気の治療、子育て・介護と仕事の両立 5.0 6.3 8.0 － 5.7 8.3 －
９．外国人材の受入れ 4.0 6.3 － － 5.7 － 6.7
０．何をやればよいのかわからない 38.2 41.3 20.0 59.4 25.7 50.0 26.7

第137号　令和元年８月（季刊）7



　５月28日（火曜日）に日本橋三井ホールで「東京手仕事」プロジェクト商品発表会が開催されました。文京区からは、
最終選考で選ばれた高橋由貴子さんの「借景うちわ」と一色清さんの「紙の貝殻椀」がお披露目されました。
　「東京手仕事」とは、職人によって連綿と受け継がれてきた伝統の技に光を当て、匠の繊細な「手仕事」の魅力を国内外に
発信していく東京都の取り組みです。商品発表会では伝統工芸の職人とデザイナーが共同で開発した商品が披露されました。
　江戸木版画の高橋さんの「借景うちわ」は、現代の景色を借景として取り込み、江戸と現代を繋ぐ作品です。東京の伝統
工芸品の江戸木版画と千葉県の房州うちわがコラボレーションし、さらに現代のテクノロジーを用いて構図の一部をトリミ
ングしています。
　砂子（加飾紙）の一色さんの「紙の貝殻椀」は、太古より縁起物とされてきた貝殻をモチーフにした紙のトレイで、日本
の襖を彩ってきた加飾技法で表現された様々な模様の紙を、自分で折り紙のように組み立てて完成させます。
　なお、一色さんの「紙の貝殻椀」は９月14日（土）・15日（日）の「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントにて製作
体験ができますので、ぜひお越しください。

【令和元年９月～11月イベントスケジュール】

開　催　日 伝統工芸者（敬称略）・品目 制作体験内容・参加費

  9/14（土）、15（日） ①宇野裕次（表具）
②一色清（砂子）

①紙漉き　　　　1,000円
②紙の貝殻椀　　1,800円

10/19（土）、20（日） ①石黒昭雄（東京銀器）
②渡辺みゆき（陶芸）

①銀器の指輪　　1,000円
②小皿　　　　　1,500円

11/23（土）、24（日） ①平田悠（木彫）
②柴田慶一（江戸手描提灯）

①木工クラフト　1,000円
②ミニ提灯　　　2,200円

※制作体験の内容及び時間帯は決まり次第、区ホームページにてご案内します。
※開催日程は変更になることがあります。

　不忍通りふれあい館で「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントを毎月２日間、開催します。イベントでは、２業種の伝
統工芸者による作品展示や、制作過程の実演がご覧いただけるほか、制作体験ができます。ぜひ、ご来館ください。

会　　場  不忍通りふれあい館１階（根津２-20-７）
  東京メトロ千代田線「根津」駅より徒歩２分または「千駄木駅」より徒歩10分
開催時間  午前10時～正午、午後１時～４時※

「
」来て 見て 体験 文京の伝統工芸イベントを開催します！

「東京手仕事」プロジェクト商品発表会で
高橋さん・一色さんが最終選考に選ばれました！
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