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お買い物は文京区で !!
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　文京区では、経営に関する課題や販路拡大等に取り組む企
業の皆様を支援し、産業の振興を図るために様々な事業を実
施しています。
　それらの事業を分かりやすく案内するためのサポートブッ
ク2016を作成しました。
　本書の送付をご希望の方は、文京区経済課までお問い合わ
せください。

区内中小企業向けサポートブック を作成しました

［掲載内容］
・�支援施策利用者の�
事例紹介
・経営に関する相談
・専門家派遣
・知的財産活用支援
　　　　　　　など

　  　　支援員の活動内容　　  　

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

中小企業支援員が区内企業を巡回しています!!
　文京区中小企業支援員が区内企業の経営や事業の課題等をサポートするために区内を巡回しています。
企業の現状や課題にあった支援施策の紹介や補助金に関するご質問等をお受けします。

中小企業支援員をご紹介します

　�中小企業支援員が区内企業を訪問しています。詳しく知
りたい方は、ぜひご連絡ください。
[お問い合わせ先]
　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

田
た
中
なか
　英
ひで
史
し
氏

　（公財）東京都中小企業振興公
社において、長年、都内全域の
様々な業種・規模の中小企業を
巡回し、受発注・省エネ等に関
する支援施策をご案内してきま
した。

中
なか
島
しま
　孝

たか
雄
お
氏

　企業において、経理・財務・監
査、採用及び研修、マーケティン
グ関連及び経営企画等幅広い業
務に携わり、販路拡大や人材育
成・生産性の向上を通じて経営
体質の強化に取り組んできました。

大
おお
江
え
　亜

あ
津
つ
史
し
氏

　企業において、事業中期計画
の立案、顧客への営業活動、ビ
ジネスソリューション、業務監査
等に携わり、また、業務改革に
よる生産性の向上やサービス品
質の向上に取り組んできました。

第124号　平成28年５月（季刊）1



　総務省と経済産業省は、平成28年６月１日に、「平成28年経済セン
サスー活動調査」を実施します。この調査は、統計法に基づいた基幹統
計調査です。調査票にご記入いただいた内容は、国の各種行政施策や地
域の商店街の活性化のための基礎資料として利用されるため、調査への
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
・調査期日　　平成28年６月１日（水）
・調査対象　　全国すべての事業所及び企業
・調査方法

《調査員による調査》
　支社等のない単独事業所および新設された事業所については、
調査員が事業所を直接訪問します。５月下旬から調査票を配布、
６月１日から回収に伺います。また、オンラインでの回答も可能
です。
 《直轄調査》
　支所等複数の事業所を有する企業または組織の本社等について
は、国から調査書類を直接郵送します。郵送またはオンラインで
の回答をお願いします。

・調査事項　　 名称、所在地、経営組織等基本的な事項のほか、産業
別の特性事項等

◆ 提出された内容は統計作成の目的以外には、絶対に使用しません。

「日本経済の未来は、あなたの調査票から。」

【問合せ】
●調査全般についての問合せ
　

　設置期間：５月６日（金）～９月30日（金）
　　　　　　（土・日・祝日含む）
　受付期間：午前９時～午後８時
　TEL：0120－143－150（通話料は無料）
　※ IP電話等フリーダイヤルに接続できない

場合。
　TEL： 03－4334－3150（通話料は有料）
● 調査員と約束した調査票回収日時を変更し

たいなど調査員に関することや、調査書類
を紛失し再送してほしい場合など

　文京区区民部区民課調査統計係
　（文京シビックセンター12階南側）
　受付期間：５月20日（金）～６月17日（金）
　　　　　　平日　午前９時～午後７時
　　　　　　土曜　午前９時～午後５時　
　TEL：03－5803－1172

平成28年経済センサス―活動調査
コールセンター

東京商工会議所は、あなたの頼れるパートナーです
　融資相談や専門家による相談などさまざまな事業を通じて地域商工業の発展をバックアップしています。お気軽にご相談ください。

１．融資制度
　　マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

２．経営相談
　経営、金融、税務、法律など経営上の問題でお困りの方や経営を改善される方々に対して相談や指導、あっせんを通じて事業繁栄のお
手伝いをします。

相　　談 相 談 員 相談日程 時　　間

税　　務 税 理 士
5月・7月・9月・11月・12月　第2月曜日

13:00～16:001月23日～3月13日　毎週月曜日
法　　律 弁 護 士 毎月　第3水曜日（８月を除く）
経営一般 商工会議所の経営指導員 平日毎日 9:30～17:00

 ※事業にかかわる相談に限らせていただきます

ご利用いただける方
　次の要件をすべて満たしている法人・個人事業主の方
①従業員数　 5人以下（宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業）
　　　　　　20人以下（製造業・その他の業種）
②税金完納　所得税（法人税）、事業税、住民税
③�同一地区内で１年以上事業を営んでいること
④�商工会議所の経営・金融に関する指導を受けて事業改善に取り
組んでいる方

※ 商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方

融資の条件

※ 融資のお申し込みには、２期分の決算書および確定申告書（控）などが
必要となります

※ この融資限度額、返済期間の取扱いは、平成29年３月31日の日本政
策金融公庫受付分までとなります

⃝融資限度額
　2,000万円
⃝返済期間
　運転資金　 7年以内
　設備資金　10年以内

⃝担保・保証人
　不要
　（信用保証協会の保証も不要）
⃝融資利率
　1.30％（平成28年４月13日現在）

❶商工会議所の経営指導を通じて融資の推せんを行います。
❷安心して借入ができる国（日本政策金融公庫）の融資制度です。
❸担保も保証人も要りません。しかも、信用保証協会の保証も不要です。
❹相談料、手数料などは一切不要です。

特
　
色

TEL. 3811-2683　　FAX. 3811-2820
〒112-0003　文京区春日１-16-21　文京シビックセンター（地下２階）

東商文京 検索◉東京商工会議所文京支部
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文京区の中小企業向け融資制度についてのご案内
　区内中小企業の方の事業活動を支援するため、文京区では融資あっせん事業を行っています。
　事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が
融資をあっせんします。金融機関で融資が実行された場合には、区が利子の一部を補給します。
　文京区の融資あっせんが受けられる企業の詳細については、経済課もしくは東京商工会議所文京支部(☎5842-6731)までお問い合わせく
ださい。

平成28年度　文京区制度融資あっせん制度の主な改正点
■契約利率の引き下げ
　区の融資あっせん制度をさらに利用しやすくするために、平成28
年度の融資あっせん分から契約利率は1.7％になります。
■創業特例の新設
　特定創業支援事業による支援を受けたことの証明がある場合には、
返済期間に応じて契約利率をさらに引き下げます。
　詳細は下記をご参照ください。なお、利子補給は本人負担がゼロ
になるようにいたします。
■信用保証料の1/2を東京都から補助
　創業支援資金（創業特例を含む）、経営環境変化対策資金（※）、

事業活性化資金（事業承継のみ）、小口零細企業保証制度対応特別資
金は、要件を満たした場合に東京都から信用保証料の1/2の補助が
受けられます。
　※�従業員が製造業等は20人以下、小売・卸・サービス業は5人以
下で、3か月間の売上高が10％以上減少した場合のみ

■その他
　平成28年度からNPO法人の融資あっせんの利用が可能になりま
す。また、事業活性化資金に「事業承継を計画するもの」を追加し
ました。

【融資あっせんメニュー】

【経営環境変化対策資金】
　経営環境の急激な変化等により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当していることが条件になります。
　①申込日を基準とした直前3か月間または1年間の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること
　②申込日を基準とした直前3か月間または1年間の営業利益が前年同期に比べ10%以上減少していること

融資名 資金使途 限度額（万円） 返済期間
利率（年）％

備考
契約利率 利子補給 本人負担

借換資金
運転
設備

2,000� 10年以内
元金据置なし 1.7 0.2 1.5

事前に金融機関・東京信用保
証協会とよくご相談のうえ、
お申込みください。

代表者区民の場合
2,400

※特別融資のメニューは上記以外にもございます。詳細についてはお問い合わせください。

融資名 資金使途 限度額（万円） 返済期間
利率（年）％

備考
契約利率 利子補給 本人負担

経営環境変化
対 策 資 金

運転
設備

1,000 ８年以内
元金据置期間
12か月を含む

1.7 1.5 0.2 融資あっせんの申込みは事業
者本人が行ってください。代表者区民の場合

1,200

【借換資金】
　借換するすべての融資が下記の条件を満たしていることが必要です。
　①借換対象融資は「借換資金」以外の文京区融資（東京都制度融資は対象外）であること。
　②旧債務は約定返済（元金返済）を６か月以上行っていること。
　③複数の金融機関にある借入を借換一本化する場合、この制度で申込む取扱金融機関以外の金融機関の借換同意があること。

（特別融資）

◆融資あっせん申込
　受付時間／月曜日～金曜日
　　　　　　午前９時30分～午後４時30分
　受付場所／東京商工会議所文京支部
　　　　　　文京シビックセンター地下２階

◆お問い合わせ
　東京商工会議所文京支部（地下２階）
　　文京区春日１-16-21　TEL：5842-6731（直通）
　文京区経済課産業振興係（地下２階）
　　文京区春日１-16-21　TEL：5803-1173（直通）

融資名 資金使途 限度額（万円） 返済期間
利率（年）％

備考
契約利率 利子補給 本人負担

一般運転資金 運転
1,200 ７年以内

元金据置期間
６か月を含む

1.7

0.2 1.5�
一般運転資金と一般設備資金
を同時に申込む場合、一本の
融資としてお申込みください。

代表者区民の場合
1,500

一般設備資金 設備
1,800 ８年以内

元金据置期間
６か月を含む

代表者区民の場合
2,000

小規模企業資金 運転
設備

600 ５年以内
元金据置期間
６か月を含む

1.0 0.7�
常時使用する従業者（役員・
アルバイト等は含まない）が、
20人以下の中小企業者

代表者区民の場合
750

創業支援資金

運転
設備

800
代表者区民の場合
1,000

６年以内
元金据置期間
12か月を含む

1.7�

0
文京区内で創業しようとする
場合または区内で創業し１年
未満の場合創業特例

３年以内 1.3 1.3
３年超
５年以内 1.5 1.5

５年超 1.7 1.7

（一般融資）
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～中小企業の皆さまをサポートします～
　区では、区内中小企業の皆様への支援を行っています。ぜひご活用ください。

主要事業

名　　　称 内　　　容
経営相談
時間：９：30～16：30（月～金）
場所：東京商工会議所文京支部
　　　�（文京シビックセンター

地下２階）

中小企業・小規模事業者の皆様の経営改善など、経営上の様々な課題を気軽に相談できる相談
窓口を設けています。企業支援の経験豊富な相談員が、皆様の経営・融資に関するご相談に応
じています。事前の予約は不要ですので窓口へお越しください。
※創業相談のみ、事前予約が必要となります。
※相談費用は無料です。

経営改善専門家派遣事業補助
※予定件数に達した時点で締切

（公財）東京都中小企業振興公社及び（独）中小企業基盤整備機構関東本部が実施している「専門
家派遣事業」の利用料の一部を補助します。中小企業の皆様の経営等に関する様々な問題や課
題解決のために、各機関に登録をしている専門家を派遣します。

中小企業支援員による訪問
（月・水・木・金曜日）

文京区中小企業支援員が、区内企業の経営や事業の課題等をサポートするために区内を巡回し
ています。企業の現状や課題に合った支援やセミナー等の情報提供、補助金に関するご質問等
をお受けします。

新製品・新技術開発費補助
（募集期間6月30日まで）

新製品・新技術等の開発事業で、技術力の向上、経営基盤強化に資する事業であると認めたも
のについて、事業に要する経費の一部を補助します。（補助対象者は審査の上決定します。）
補助対象経費：事業に要する経費の2分の1（限度額100万円）

地域ブランド創出支援
※予定件数に達した時点で締切

イベントやグッズ制作など、文京区の魅力ある地域ブランドを新たに創出する事業を実施する
場合において費用の一部を補助します。
補助対象経費：事業に要する経費の3分の2（限度額30万円）

展示会等出展費用補助
※予定件数に達した時点で締切

異業種交流、市場開拓または販路拡大を目的として、平成28年度に開催する国内外見本市・
展示会等に出展する区内中小企業・団体への出展料の一部を補助します。
補助対象経費：展示会等出展料の2分の1（限度額10万円）

中小企業エコ・サポート事業
（募集期間9月30日まで）
※予定件数に達した時点で締切

省エネ対策を実践する中小企業を支援することを目的として、環境に配慮した持続的な発展と
コスト削減を図り、収益力の向上が見込まれる省エネ改修等を実施した中小企業に対して費用
（設備費）の一部を補助します。
補助対象経費：省エネ改修等費用の3分の2（限度額50万円）

大学発ベンチャー支援事業
（募集期間9月１日から10月
31日まで）

創業10年未満の大学発ベンチャー（大学の研究成果等を活用して設立した企業、現役学生に
よる起業など）が取り組む新製品・新技術開発プロジェクトに対して、事業に要する経費の一
部を補助します。（補助対象者は審査の上決定します。）
補助対象経費：事業に要する経費の３分の2（限度額50万円）

※内容が変更になる場合や上記以外にも事業があります。
　また、補助事業には各種要件があります。利用にあたっては、事前にご確認ください。
【お問い合わせ】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



岩田　拓真 氏

シリーズ：【新たな文京を創るリーダーたち】

第24回「学問の聖地 文京区から始まる、
小中高生向けの学びのイノベーション」

株式会社a.school　代表取締役　岩田　拓真 氏

まるで「子どもの大学」。議論、発表、表現が中心の学習塾
　学習塾と聞くと、どんなイメージを浮かべますか？
a.school（エイスクール）は、おそらく読者の皆さんのイ
メージを超えた「新しいカタチの学習塾」です。知識はほ
ぼ教えず、子どもたち自らで考えたり調べたりして獲得し
ていきます。また、講義もほぼ行わず、アイデアを出した
り自分の考えを整理したり、塾生同士で議論・対話をした
り、作品を制作して発表したり、少人数で集中的に行うイ
ンタラクティブなワークが中心を占めています。
　例えば、大手化粧品会社に新しい子ども向けの商品を提
案する「新商品の開発」や、人間について自分の興味があ
ることを徹底的に探究して発表する「人間の研究」、本郷
のまちにフィールドワークに出かけて商店街の人などと交
流しながら学ぶ「まちの探究」などの答えのないテーマが
子どもたちに与えられ、３〜４ヶ月かけて自分たちで学び
を深めて、最後は外に向けてアウトプットするという内容
の授業です。
　講師はファシリテーターとして、学びの環境を整え、子
どもたちへ問いや刺激を投げ掛けはしますが、あくまで黒
子のサポート役で、学びの主役は子どもたち自身です。
　まさに「子どもの大学」とも言えるような深い内容の授
業で、子どもたちは学校や学習塾との違いに最初こそ戸惑
うものの、３ヶ月も経つと表情や姿勢は一気に変わってい
きます。「本はよく読むけど、自分の思っていることを伝
えるのが苦手」、「ちょっと変わったタイプで学校では自分
の 力 を100%発
揮して学べていな
い」、そんな悩み
を抱えて来てくだ
さる保護者の方が
後を絶えないので
すが、a.school
に通うようになる
と、どんどん自由
に学びだし、思考
力・表現力もじわ
じわと付いていき
ます。

過去の自分も重ねて思う。誰もがワクワク学べる環境を作
りたい！ 
　なぜこのような新しいカタチの学習塾を作ったのか。そ
れは、学校を出たら使わなくなってしまう知識よりも、生
涯に渡って重要な「自ら学び続ける力」、「自分の頭で考え、
表現する力」を身につけた子どもたちを増やしたいと思っ
たからです。そして、さらに言えば、「自分がワクワクす
ること」を主体的にどんどん学んでいくという学びのスタ
イルが子どもの頃から好きだったからでもあります。
　私は子どもの頃から好奇心旺盛で、本を読み出すと止ま

らない、周りと合わせることが苦手な子でした。学ぶこと
自体は好きでしたが、決まった授業をみんなで同じペース
で受けるということには違和感があり、もっと好きなこと
を徹底的に学びたいという思いがありました。学校という
小さな社会で苦労しながら学べることもたくさんあります
が、あまりにも型にハマりすぎている側面もあるかと思い
ます。そんな環境で自分らしさを出せず、勉強が嫌いにな
り、自分を嫌いになる子も多くいます。そんな子どもをこ
れ以上増やしたくない、誰もがもっとワクワク学べる環境
を増やしたいと考
えていました。
24歳の時からス
タートしたNPO
活動でたくさんの
子どもたちに出
会って、自分の過
去を思い出しなが
ら、そう思うよう
になったことが
a.schoolの 起 業
の原点です。

子どもにインパクトを、社会にインパクトを！
　日々の経営で重視しているのは「教育」と「ビジネス」
の両立です。子どもの成長のために利益度外視で過大な費
用をかけたり、売上を伸ばすために教育に大事な部分を捨
ててしまったり、教育は事業化が難しい領域だけに、そう
いうことが起きがちです。「本当に子どものためになるか」、
「ビジネスとして持続可能で本当に社会にインパクトを与
えられるのか」を常に問い続けて経営にあたっています。
　今、a.schoolは文京区本郷に教室を構えて数十人の小
中高生の成長を必死にサポートしています。
　そして、これからチャレンジしようとしているのは、こ
のa.schoolの仕組みや文化を社会全体に広げていくこと
です。具体的には、他の学習塾にa.schoolの授業の仕組
みや教材を販売し、研修などを通じて講師育成のサポート
をする学習塾向けパッケージ事業の提供です。
　この２つの事業を両輪で伸ばしていき、１人１人の子ど
もたちが「学ぶ
力」、「思考力・表
現力」を身につけ、
１人でも多くの子
どもが自分なりの
カタチで社会にイ
キイキと飛び出し
ていくことが、私
たちの目指すゴー
ルです。

学期に一度の探究発表会での小学生のプレゼン

社会人ゲストと生徒が一緒に対話している様子

チーム内でアイデアをぶつけて議論している
様子
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文京区今期の特徴点 平成28年１月～３月
調査時期　28年３月中旬
調査方法　面接聴取

　サービス業は前期同様の厳しさが続き、製造業・小売業は低調感を強めています。卸売業はか
なり厳しさが増し、不動産業は大幅に業況感が落ち込んでいます。

【製造業】
前期 －12.0 　製造業の業況は低調感を強めています。DI値は7.5ポイント減の－19.5

です。売上額は3.3ポイント減の－10.0とやや低迷しています。受注残
は9.8ポイント減の－14.4と下降傾向を大きく強めており、収益も3.7
ポイント減の－14.6とやや低迷しています。来期の業況はやや上向くと
予想しています。売上額は今期同様の減少幅で、収益はやや改善する見
込みです。受注残は今期並の減少が続くと予想しています。

今期 －19.5

来期 －17.3

【小売業】
前期 －23.5 　小売業の業況は低調感を強めています。DI値は7.5ポイント減の－31.0

です。売上額は13.7ポイント減の－35.0で減少幅が大きく拡大し、収
益も17.8ポイント減の－33.6と大きく低迷しています。来期の業況は
大幅に持ち直すと予想しており、売上額は減少に大きく歯止めがかかり、
収益も回復の兆しを大きく見せると予想しています。

今期 －31.0

来期 －21.3

【サービス業】
前期 －23.0 　サービス業の業況は前期同様の厳しさが続いています。DI値は1.2ポ

イント増の－21.8です。売上額は6.2ポイント減の－15.4と減少幅が
拡大し、収益も8.6ポイント減の－24.5と低迷しています。来期の業況
は今期同様の厳しさが続くと予想しています。売上額は回復の兆しを幾
分見せ、収益は大幅に改善する見込みです。

今期 －21.8

来期 －21.4

【卸売業】
前期 15.7

今期 0.5

来期 17.8

【不動産業】
前期 7.6

今期 －10.2

来期 －7.8

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　　　90

小売業　　　30

サービス業　31

卸売業　　　21

不動産業　　13
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特別調査「中小企業の将来を見据えた事業承継について」

（特別調査データ）
【問１】　貴社の社長（代表者）の年齢階層はいずれに属しますか。次の１～５の中から１つ選んでお答えください。また、貴社の後継者問題について最もあ

てはまるものを６～０の中から１つ選んでお答えください。
� 単位：％

項　目 全　体 製造業 小売業 サービス業 卸売業 不動産業
【社長の年齢階層】
１．20歳代、30歳代 1.0 1.1 ― ― 4.8 ―
２．40歳代 10.5 11.2 3.4 13.3 4.8 15.4
３．50歳代 20.9 16.9 17.2 26.7 28.6 30.8
４．60歳代 34.6 32.6 31.0 40.0 42.9 30.8
５．70歳代以上 31.9 37.1 44.8 20.0 19.0 23.1
【後継者について】
６．後継者はすでに決まっている 24.1 25.8 27.6 6.7 28.6 38.5
７．後継者はいるが、まだ決まっていない 20.9 16.9 31.0 30.0 14.3 7.7
８．候補者が見当たらない 6.3 7.9 6.9 6.7 4.8 ―
９．まだ考えていない 34.6 37.1 13.8 40.0 33.3 46.2
０．後継者は必要ない（事業譲渡希望、廃業予定など） 12.0 10.1 20.7 16.7 9.5 7.7

【問２】　貴社の現時点における事業承継の考え方について最もあてはまるものを、次の１～０の中から１つ選んでお答えください。
� 単位：％

項　目 全　体 製造業 小売業 サービス業 卸売業 不動産業
１．子供（娘婿などを含む）に承継 35.1 37.1 44.8 16.7 33.3 38.5
２．その他の同族者（兄弟、親戚など）に承継 5.8 4.5 10.3 6.7 4.8 7.7
３．非同族の役員、従業員に承継 14.1 10.1 10.3 26.7 19.0 7.7
４．非同族の社外の人材に承継 1.0 ― ― 3.3 4.8 ―
５．Ｍ＆Ａ（第三者への事業譲渡）等 0.5 1.1 ― ― ― ―
６．忙しくて考える余裕がない 6.3 5.6 3.4 6.7 4.8 15.4
７．何から手をつけて良いかわからない 2.1 3.4 ― 3.3 ― ―
８．身近に相談相手がいない 0.5 1.1 ― ― ― ―
９．現時点で、考えるつもりはない 18.8 21.3 3.4 20.0 23.8 23.1
０．現在の事業を継続するつもりがない 15.7 15.7 27.6 16.7 9.5 7.7

【問３】　事業承継に関し、情報や知識の入手先について、次の１～０の中から２つ以内で選んでお答えください。
� 単位：％

項　目 全　体 製造業 小売業 サービス業 卸売業 不動産業
１．新聞・書籍 23.0 23.6 27.6 3.1 16.7 15.4
２．インターネット 15.2 9.0 17.2 ― 23.3 23.1
３．取引先金融機関 26.2 32.6 20.7 13.3 30.8
４．商工会議所・商工会 3.7 2.2 3.4 3.3 7.7
５．国・地方公共団体およびその外郭団体 0.5 1.1 ― ― ―
６．専門家（税理士等） 42.4 47.2 31.0 26.7 53.8
７．取引先企業 7.3 5.6 10.3 10.0 7.7
８．コンサルタント企業 1.6 ― 3.4 3.3 7.7
９．その他 2.6 1.1 3.4 6.7 7.7
０．特になし 21.5 19.1 24.1 9.4 36.7 7.7

【問４】　貴社では事業承継を行おうとする際に、どのようなことが問題になると考えられますか。次の１～０の中から３つ以内で選んでお答えください。
� 単位：％

項　目 全　体 製造業 小売業 サービス業 卸売業 不動産業
１．事業の将来性 53.9 65.2 44.8 26.7 61.9 61.5
２．取引先との信頼関係の維持 33.0 34.8 27.6 30.0 38.1 38.5
３．社員の不平・不満 2.6 1.1 3.4 6.7 4.8 ―
４．先代経営者の影響力 8.9 9.0 3.4 13.3 4.8 15.4
５．後継者の力量不足 17.8 18.0 10.3 23.3 9.5 23.1
６．借入れに際しての個人保証・担保 20.4 22.5 17.2 23.3 4.8 15.4
７．相続税などの税金対策 11.0 9.0 17.2 10.0 19.0 ―
８．自社株など個人資産の取扱い 9.9 9.0 3.4 3.3 28.6 15.4
９．特になし 20.4 18.0 31.0 23.3 19.0 15.4
０．その他 2.1 1.1 3.4 3.3 ― ―

【問５】　中小企業が円滑に事業承継を進めていく上で、信用金庫には何を期待しますか。信用金庫に対して期待していること、もしくは今後期待したいこと
について、最もあてはまるものを次の１～０の中から１つ選んでお答えください。

� 単位：％
項　目 全　体 製造業 小売業 サービス業 卸売業 不動産業

１．後継者教育・セミナー等 27.8 29.2 33.3 23.3 20.0 38.5
２．個別相談 19.8 24.7 11.1 10.0 15.0 30.8
３．専門家（税理士等）の紹介 4.8 5.6 7.4 3.3 5.0 ―
４．事業譲渡先の紹介 0.5 1.1 ― ― ― ―
５．事業承継前後の個人保証・担保の対応 7.0 5.6 3.7 20.0 ― ―
６．早期の事業承継の準備への助言等 7.0 5.6 11.1 ― 20.0 ―
７．承継後の事業計画の策定への助言等 2.1 1.1 ― ― 5.0 15.4
８．自社の問題であるため自社で解決 8.6 7.9 3.7 13.3 10.0 7.7
９．特に期待していない 20.3 16.9 29.6 26.7 25.0 7.7
０．その他 2.1 2.2 ― 3.3 ― ―

本調査結果の特徴
　①社長（代表者）の年齢階層については、「60歳代」が34.6％で１位、「70歳代以上」が31.9％で２位、「50歳代」が20.9％で３位となっており、後
継者については、「まだ考えていない」が34.6％で１位、「後継者はすでに決まっている」が24.1％で２位、「後継者はいるが、まだ決まっていない」が
20.9％で３位となっている。②現時点における事業承継の考え方については、「子供（娘婿などを含む）に承継」が35.1％で１位、「現時点で、考えるつ
もりはない」が18.8％で２位、「現在の事業を継続するつもりがない」が15.7％で３位となっている。③事業承継に関して、情報や知識の入手先については、
「専門家（税理士等）」が42.4％で１位、「取引先金融機関」が26.2％で２位、「新聞・書籍」が23.0％で３位となっている。④事業承継を行おうとする
際に問題として考えられることについては、「事業の将来性」が53.9％で１位、「取引先との信頼関係の維持」が33.0％で２位、「借入れに際しての個人保証・
担保」と「特になし」がいずれも20.4％で３位となっている。⑤信用金庫に対して期待していること、もしくは今後期待したいことについては、「後継者教
育・セミナー等」が27.8％で１位、「特に期待していない」が20.3％で２位、「個別相談」が19.8％で３位となっている。
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お買い物は文京区で !! 資源有効活用のため再生紙を使用しています
文京区印刷物番号 E0116003

「文京区勤労者共済会」に入りましょう
働くあなたの福利厚生を応援します！

文京区勤労者共済会とは……区内事業所で働く勤労者のみなさんの福利厚生を応援するための団体です。

　　　　　　　　�区内の300人以下の事業所で働く70歳未満の従業員と事業主�
※原則として事業所全員で加入してください。

　　　　　　　　１人　　 200円
　　　　　　　　１人１月 500円

加入できる方

入 会 金
会 　 費

� ＊枚数及び回数制限があります
給付事業　結婚・出産・就学・銀婚など祝金（10,000～20,000円）
　　　　　死亡弔慰金（10,000～100,000円）、入院見舞金（5,000円～20,000円）など
【お問い合わせ】
一般社団法人�文京区勤労者共済会　〒112-8555　文京区春日1-16-21（文京シビックセンター地下２階）
TEL：03（5803）1108　　FAX：03（3815）3251　　URL：http://www.bunkin.jp/

� 平成28年４月現在　（　）一般料金
項　　目 主な事業 特　　典

余
暇
を
楽
し
む
生
活
を
充
実
・
健
康
を
保
つ

遊園地など 東京ドームシティアトラクションズ 東京ドームシティ　得10チケット�2,000円（6,200円相当）
としまえん・西武園 入園・乗り物乗り放題の１日フリーパス　500円～（3,300円～）

補助券

日帰り温泉施設、レジャー施設、映
画、プール

都内近県、温泉施設約46か所、レジャー施設約36か所、プール
施設、映画チケット　各300円補助

東京ディズニーランド・
東京ディズニーシー利用 コーポレートプログラム利用券　1,000円補助

はとバス 2,000円補助

割引カード・�
チケット等

クオカード 4,700円（5,000円）
図書カード 2,800円（3,000円）
Ｂ－ぐる 回数券800円（1,000円）
ジェフグルメカード 10枚１セット�4,500円（5,000円）
映画鑑賞券 前売販売価格より�300円引き
観劇・美術館・コンサート 一般料金の10～40％引き
食事券 椿山荘・東京ドームホテル・有名ホテルなど
野球 東京ドーム（巨人戦　指定試合を会員料金にて）

温泉・薬湯
スパ ラクーア 1,600円（2,634円）
浅草ROXまつり湯 1,600円（2,700円）
箱根小涌園ユネッサン、都内共通入浴券など

スポーツクラブ フィットネスクラブ東京ドーム
人間ドック 都内指定病院 会員と同居家族、通常料金より格安に受診
ツアー 日帰り・宿泊ツアー、海外ツアーなど

補助金 宿泊 6,000円以上の宿泊１泊につき2,000円の補助
健康診断 2,000円の補助（会員のみ）

区内共済会指定店 約10店 ５％～50％割引等

主な福利厚生の内容

　中央労働基準監督署では、「労働災害」を防止する目的で行う大会として、また「第
89回全国安全週間（７月１日～７日）」の説明会を兼ねた大会として、産業安全に
関する特別講演等を内容に開催します。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

　日　　　時　　平成28年６月10日（金）　午後１時30分～午後４時30分
　会　　　場　　文京シビックホール小ホール（文京シビックセンター２階）
　対　　　象　　文京区内事業者・労働者
　参　加　費　　無　料
　定　　　員　　350名
　申　　　込　　�事業所名・氏名・人数・連絡先を記載し、FAXにてお申し込み

ください。所定用紙はありません。
　　　　　　　　富坂産業協会　FAX：3812-1280
　問　合　せ　　中央労働基準監督署　安全衛生課　TEL：5803-7382
　　　　　　　　富坂産業協会　　　　　　　　　　TEL：3812-2073
　　　　　　　　文京区商工協会　　　　　　　　　TEL：3815-0222

　平成29年３月新規学校卒業者採用のための求人申
込手続きについて説明会を行います。

　日　　　時　　�平成28年６月６日（月）�
午後１時30分～午後４時00分

　会　　　場　　�文京シビックホール小ホール�
（文京シビックセンター２階）

　対　　　象　　文京区内事業所の方等
　参　加　費　　無　料
　定　　　員　　350名
　申　　　込　　�事前にハローワーク飯田橋にお申

し込みください。
　問　合　せ　　�ハローワーク飯田橋�

事業所第三部門（学卒担当）�
TEL：3812-8609（部門コード36＃）�
FAX：3812-5095

平成28年度中央安全推進大会のご案内 新規学卒求人申込説明会

ただいま
会員募集中
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