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お買い物は文京区で !!
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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
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ビガー
WEBビガー 検索

　文京区は、ものづくりが盛んで医工連携を積極的に実施している、大田区及び川崎市と共催で医工連携展示・商
談フェアを開催します。
　当日は、文京区内の医療機器企業と大田区・川崎市の企業との商談を行うほか、区内を中心とした医療機器企業
による会社紹介・製品展示をはじめ、大田区・川崎市が実施している医工連携の取り組みもパネルなどで紹介します。
　また、開催中は、医工連携に関するさまざまなミニセミナーも予定しています。
　医工連携に関する企業間連携や情報収集の場として、この機会にぜひご来場ください。

	 平成28年１月14日（木）13時～17時（交流会　17時30分～）
	 文京シビックホール	小ホール
	 （文京区春日１-16-21　文京シビックセンター２階）
	 無料（交流会参加の場合は、実費となります。）
	 展示会・ミニセミナー　直接会場へお越しください。（申込不要）
	 交流会　文京区経済課までお問い合わせください。
	 ※医療機器製造販売企業等との商談をご希望の企業は、文京区経済課までお問い合わせください。

日　　時
場　　所

入 場 料
参加方法

文京区キャリアデザインカレッジ（就労支援事業）開催
　29歳以下の若者やその保護者を対象に、就職活動に役立つセミナーや区内中小企業ツアー等を
実施します。

保護者向け講座
「“今どき”就活入門セミナー」
日時：平成27年12月５日（土）10時30分～正午
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研修室
対象：区内在住・在学で未就職、求職中の子どもを持つ保護者
費用：無料
定員：20人（先着順）

オープニング講演会
「就職のために“今”必要なこと」
日時：平成27年12月５日（土）14時～16時
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研修室
対象：区内在住・在学で未就職、求職中の29歳以下の方
費用：無料
定員：40人（先着順）

若者向け講座
日時：2016年卒業予定者及び既卒者向け
　　　　　　　　平成27年12月12日（土）13時～17時
　　　2017年以降卒業予定者向け
　　　　　　　　平成28年	 1月30日（土）13時～16時30分
　　　　　　　　平成28年	 2月13日（土）13時～16時30分
　　　　　　　　平成28年	 2月27日（土）13時～16時30分
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研修室
対象：区内在住・在学で未就職、求職中の29歳以下の方
費用：無料
定員：20人（先着順）

企業見学ツアー
　平成28年２月開催予定。詳細は後日区ホームページに掲載
します。
※上記日程・内容は変更となる場合があります。

お問い合わせ先
⃝申し込みは氏名、電話番号を明記のうえ右記へメール：bunkyo-carrer@gakujo.ne.jp
⃝文京区キャリアデザインカレッジ運営事務局（株）学情　03-5777-2931

ものづくり企業におすすめ！

主催：文京区・大田区・川崎市
お問い合わせ先：文京区経済課産業振興係　TEL：03（5803）1173

文京区・大田区・川崎市共催事業 医工連携 展示・商談フェア

展示商談フェアイメージ
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　東京都と都内区市町村はオール東京で、平成29年度から原則として
全ての事業主の方に特別徴収義務者の指定を実施します。

個人住民税PRキャラクター
ぜいきりん

　事業主の方（給与支払者）が従業員の方（納税義務者）に代わり、毎月の給与から�
個人住民税（※）を差し引いて納入していただく制度です。
（※）�個人住民税：個人都民税と個人区市町村民税を合わせたもので、１月１日現在に

お住まいの区市町村で課税、徴収される税金です。

特別徴収と
は

特別徴収について具体的な手続きに関するお問い合わせ先　文京区役所総務部税務課　TEL 03-5803-1154

　給与所得に係る個人住民税は
　　　　特別徴収での納入をお願いします。

◦ 事業主の皆さま ◦ 

　本セミナーでは、省エネによるコスト削減を達成
するために、どのように社内で意識改革を図り、取
り組みをどう実践すれば良いかなど、中小事業所の
皆様に必ず役立つ情報を、多くの省エネ診断を通し
て蓄積されたノウハウをもとに提供します。
　また、後半のセッションでは、平成27年度文京区
中小企業エコ・サポート事業に認定された企業が、
省エネ改修の事例発表を行います。

【参加事業所を募集します】

【日　時】　�平成28年１月21日（木）　14時～17時（予定）
【会　場】　�フーハ東京（新宿区西新宿2-4-1新宿NSビル）
【講　師】　村瀬　光一�氏
　　　　 　（東京都地球温暖化防止活動推進センター技術専門員）
【受講料】　無料
【定　員】　30名
【締　切】　平成28年１月15日（金）必着
【申込方法】　区ホームページより詳細を掲載します。
【お問い合わせ・お申込み】
　　文京区経済課産業振興係
　　TEL：03（5803）1173　FAX：03（5803）1936

経営を効率化するための「省エネセミナー」
～省エネルギー化への取り組みを支援します～

　今、日本の経済の状況はどうなっているのか。混迷・複雑化している経済の
状況・仕組み、今後の展望について、長年に渡りTBSの報道の現場に携わって
いる、杉尾秀哉氏をお招きし、ご高話いただきます。
　申込方法等詳細は、区報ぶんきょう１月25日号でお知らせします。

日　時 � 平成28年２月19日（金）
� 　　14時～15時30分
会　場 � 文京シビックホール 小ホール
� （文京区春日１-16-21　文京シビックセンター２階）
参加費 � 無料
定　員 � 350名（申込順）
申込方法 � �区報ぶんきょう１月25日号でお知らせしま

す。（区ホームページでもお知らせします。）

講　師 � 杉尾　秀哉�氏
� （TBSテレビ報道局　解説・専門記者室長）

新春特別講演会「どうなる日本の経済～報道の現場から～」

講師略歴
1957年（昭和32年）生まれ。兵庫県出身。
1981年　東京大学文学部社会学科卒業
� � � � 同　（株）東京放送入社

出演番組
「ニュースの森」キャスター（1993～1997年、2001～2004年）
「イブニングファイブ」コメンテーター(2006年～)
「朝ズバ」コメンテーター（火曜日レギュラー）
「週刊BS-TBS報道部」キャスター（日曜夜）
「ひるおび」「いっぷく！」等、情報番組コメンテーター
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文京区個人番号カードコールセンター（通話料自己負担）
【通知カード・個人番号カードについてのお問い合わせ】

ナビダイヤル：0570-02-8585
受付期間：�平成27年10月１日（木）から平成28年３月31日（木）
受付時間：�平日午前９時～午後５時（土日祝日・年末年始を

除く）
案内窓口：�戸籍住民課住民記録係（通知カード担当）�

（春日１-16-21 文京シビックセンター２階）

マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）が始まります。【法人向け】
　国民の一人ひとりにマイナンバー（12桁の個人番号）が通知され、平成28年１月から、社会保障・税・災害対策
の行政手続で使用がはじまります。民間事業者も、税や社会保険の手続で、従業員などのマイナンバーを取扱います。
　それに伴い、今月中旬頃から12月末までに順次マイナンバーの通知カードが届きます。法人には、法人番号が
通知されます。

法人番号とは
　平成27年10月から、法人には１法人１つの法
人番号（13桁）が指定され、登記上の所在地に
通知されます。マイナンバーと異なり、法人番号
はどなたでも自由に利用できます。（法人の支店・
事業所等や個人事業者の方には指定されません。）
　法人番号について、詳しくは国税庁ホームペー
ジをご覧ください。

従業員のマイナンバー（個人番号）の利用場面
　平成28年１月以降、事業者の皆様も税や社会保障の手続きで従業員
などのマイナンバーを記載する必要があります。
●�源泉徴収票の作成手続
●�健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
●�証券会社や保険会社が行う、配当金や保険金等の支払調書作成� など
　個人事業主も、従業員（パート・アルバイトを含む）を雇用していれ
ば、マイナンバーの取得・保管が必要になります。

事業者が注意すべき４つのポイント
①取得
●�民間事業者によるマイナンバーの取得は法律で定められた
税と社会保険の手続に使用する場合のみ可能で、それ以外
の目的（自社の顧客管理など）で取得することはできません。

●�マイナンバー取得の際にはあらかじめ利用目的を特定して
通知または公表する必要があります。

●�マイナンバー取得時の本人確認はなりすましを防止するた
め、厳格に行ってください。

※�本人確認の際は「身元確認」と「番号確認」が必要です。

②利用・提供
●�事業者は税や社会保障に関する手続書類に従業員等のマイ
ナンバーなどを記載して、役所に提出します。

●�マイナンバーは社員番号や顧客管理番号としては利用でき
ません。

●�利用目的以外の利用・提供はできません。

③保管・廃棄
●�マイナンバーが記載された書類の保管は必要がある場合だ
けに認められます。

●�必要がある場合に限り、保管し続けることが可能です。（翌
年度以降も継続的に雇用契約がある場合など）

●�不必要になったら、できるだけ速やかな廃棄・削除が必要
です。（マイナンバーを事務で利用しなくなった場合・保存
期間を経過した場合など）

●�廃棄や削除を前提に、書類やデータのファイリングの仕方
などを工夫してください。

④安全管理措置
●�マイナンバーを含む個人情報の取り扱いは、従来の個人情
報よりも厳格に行う必要があります。

●�取扱担当者を決め、他の人は情報にアクセスできない仕組
みをつくる必要があります。

●�シュレッダーなどプライバシーに配慮して書類廃棄できる
ような準備を整える必要があります。

●�パソコンで管理している場合は、ウィルス対策ソフトウェ
ア導入、アクセスパスワードを設定する必要があります。

●�従業員に対するマイナンバー制度概要の周知など、従業員
への教育も大切です。

●�委託先、再委託先にも監督が必要です。
●�具体的なガイドラインもご参照ください。
　特定個人情報保護委員会ウェブサイト　http://www.ppc.go.jp/

国のマイナンバーコールセンター（通話料自己負担）
電話：0570-20-0178〈全国共通ナビダイヤル〉
平　日　午前９時30分～午後10時00分
土日祝　午前９時30分～午後５時30分（年末年始除く）

※�外国語対応　電話：0570-20-0291〈全国共通ナビダイ
ヤル〉（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
※�中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応について
は、平日午前９時30分～午後８時00分、土日祝午前９時
30分～午後５時30分となります。
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【助成対象事業者】都内に中小テナントビルを所有する中小企業者等
【助 成 内 容】助成対象経費：設備費と工事費。工事費は設備費の20%以内が対象。
　　　　　　　　　助成率の上限：１/２
　　　　　　　　　助成額の上限：2,000万円
【対象設備（例）】�LED照明設備（必須）、高効率パッケージ空調、高効率熱源機器、高効率照明器具、人感センサ

や昼光利用センサなどの照明制御等
【申 請 期 間】平成27年10月１日から平成28年１月15日まで
【交 付 決 定】平成28年２月下旬（予定）
【主な申請条件】（詳細は募集要項を参照してください。）
　・当該テナントビルの前年度のエネルギー使用量が、原油換算値で1500KL/年未満であること。
　・�設備導入後のベンチマーク評価（CO2排出原単位の自己評価指標）が「A2」以上（レンジA2－以上）となること。
　・申請年度に提出期限が到来する地球温暖化対策報告書を都に提出済であること。等

【URL】
　本助成金に関する情報：http://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/visuralize/
　ベンチマークに関する情報：http://www8.kankyo.metro.tokyo.jp/ondanka/benchmark/index.html

お問い合わせ先・相談窓口
　公益財団法人　東京都環境公社
　東京都地球温暖化防止活動推進センター（愛称：クール・ネット東京）事業支援チーム
　電話番号　03-5990-5088

　中小テナントビルを所有する中小企業者等を対象に、当該ビルに省エネルギー設備を導入する費用の一部を公益財
団法人東京都環境公社が助成します。
　都は、省エネルギー設備導入によるCO2削減効果を分析し、低炭素ビルが市場から評価される仕組みづくりに活
かします。

東京信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金を借入する際に、「保証人」となることで、資金調
達をスムーズにする役割を担う公的機関です。信用保証協会ご利用のメリットをご紹介いたします。

東京信用保証協会は、中小企業の資金調達を力強くサポートします！

■お問い合せ　東京信用保証協会 上野支店
　台東区元浅草２-６-７　マタイビル５階
　電話：03-3847-3171

お客さまからの
直接のご相談も承っております。

どうぞお気軽に
ご来店ください！

東京都中小テナントビル省エネ効果見える化プロジェクト　第3回募集（最終）のご案内

当協会をご利用いただいた９割以上の方が無担保でのご利用です。また、原則として代表者以外の連帯保証
人も不要です。

１．無担保でご利用いただけます

事業目的や経営方針に合わせて、協会独自の保証制度のほか、文京区・東京都の「制度融資」をご利用いた
だけます。短期資金から最長20年の設備資金まで豊富なメニューをご用意しています。

２．ニーズに応じた資金調達をお手伝いいたします

信用保証による金融支援のほか、経営に関するご相談、ビジネスフェアや公開講座の開催など、経営支援に
も取り組んでいます。

３．さまざまな経営支援メニューをご利用いただけます

第122号　平成27年11月（季刊） 4

DW6_AX196D04.indd   4 2015/10/27   12:07:53



横山　貴敏 氏

シリーズ：【新たな文京を創るリーダーたち】

第22回
「百年後も必要とされる価値を創造する」
ボノ株式会社　代表取締役　横山　貴敏 氏

子どもに「カタチ（価値）」あるものを残したい
　ボノ株式会社は、システム開発やデザイン制作を行って
いる創業８年の会社です。僕自身は20代の頃からWebの
コミュニティ系のシステムやデザインなどを手がけてきた
クリエイターです。 
　そんなIT企業のクリエイターが、去年から地域をテーマ
とした新規事業を立ち上げました。
　なぜ畑違いの事業に動き出したのか。話すと長くなりま
すが、子どものため、まだ見ぬ孫のためです。 
　父でもある自分には残してあげられるお金はないけど、
子どもたちが未来を夢見て挑戦し続ける事ができる「カタ
チ（価値）」あるものを残してあげようと思ったのです。
　齢40歳を超えると、残りの人生を考えるようになりま
す。そんな人間が子どもに残せる価値とはなにかと真剣に
考えたら、それはお金ではなく、お父さんが何をやってき
たのかという軌跡であり、どんな苦境でも共に考え乗り越
える仲間たちとの繋がりぐらいしかないと思ったのです。 

地域から新たに。我楽田工房の誕生
　スタッフに地域をテーマに新しい事業をやろうと言い出
した時、なかなか理解されませんでした。 
　だから最初は一人で動けるところから始めました。まち
づくりのNPOに参加し、定期的に勉強会に通い、自分な
りに色々と答えを考え、企画を提案してみたり。そうこう
しているうちに、そんな行動が周囲にも見えるようになり、
少しずつ応援してくれる人も増えてきました。今では会社
のスタッフ全員が、楽しみながら同じ方向に向かって歩き
始めました。 
　僕が考える「地域」とは、遠くはなれた土地ではなく、
僕の活動している東京もそうだし、人が集まるコミュニ
ティすべてが対象です。 
　地域活性のやり方なんて今もよくわからないし、様々な
勉強会に出ても誰も公式のような答えを持っていないよう
なので、自分の手と足で、自分の目と耳で、自分の稼いだ
お金で、地域活性と言われているところに飛び込みました。
　そこで一つわかったことは、今やるべきことは、まず住
んでいる足下の「東京」という40年以上住んできたホー
ムグラウンドで、僕でないとできないことを、骨を砕いて
やること。
　だから僕は、東京を拠点に東京で人と材料を集め、一緒

に考える場をこの夏に作りました。20年住んでいた文京
区にある印刷工場の跡地を仲間たちとともに改装してオー
プンしたコミュニティ・スペース『我

が

楽
らく

田
た

工房』です。
　ボノ株式会社が理念として掲げる「百年の価値を創造す
る」ためには、一人の力では足りません。地域から何かを
つくりたい、やりたい人たちを「ファン」として集め、ファ
ンと共に地域に埋もれている価値ある素材を見つけ、ファ
ンと共に新しいカタチ（商品やサービスなど）をつくるこ
とを目的に、勉強会やワークショップ、木のキッチンを使っ
た食事会などを定期的に実施しています。
　http://garakuta.tokyo/

“まち”と若者をつなぐプロジェクト
　今年９月から地域と若者を繋ぐ『まち冒険プロジェクト』
という新しいプロジェクトを立ち上げました。
　https://machibouken.com
　今、日本のあらゆる地域において地域社会の次世代継承
が課題となっています。若者も地域社会へ関心を持ちつつ
も地域と繋がるきっかけがわからず、地域も若者の力を必
要としているにも関わらず、お互いにすれ違いが起きてい
る状況が続いています。
　『まち冒険プロジェクト』では、①どこか遠い世界のよ
うに感じてしまう日本の"まち"と若者を繋ぐこと。②“ま
ち”に眠っている地域資源を発掘・発信すること。③そこ
から生まれる新しい価値（商品やサービス）を作ることを
目指しています。
　現段階は実験的に展開していますが、今後、日本の様々
な地域の行政、地域団体、地元企業、住民などの協力の下、
首都圏に住む大学生や若い社会人を対象としたワーク
ショップやフィールドワークを実施します。
　もし僕たちの活動に興味を持って頂ける方がいました
ら、我楽田工房に遊びに来て頂ければ幸いです。共に百年
の価値をつくりましょう。

コミュニティ・スペース『我楽田工房』 我楽田工房の事業イメージ
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文京区今期の特徴点 平成27年７月～９月
調査時期　27年９月中旬
調査方法　面接聴取

　文京区の業況について、サービス業は明るさがかなり見えています。製造業・小売業も厳しさ
が和らいでいますが、卸売業・不動産業は大幅に変動し悪化に転じています。

【製造業】
前期 －21.6 　製造業の業況は厳しさが和らいでいます。DI値は、文京区では4.2ポ

イント増の－17.4です。しかし、売上額は1.2ポイント減の－16.9、
受注残は1.3ポイント減の－18.5、収益は0.5ポイント増の－16.8とい
ずれも前期同様の水準です。来期の業況はやや厳しくなると予想してい
ますが、売上額は落ち込み度がゆるやかな傾向を示し、受注残は減少が
一服し、収益は改善が続くと見込んでいます。

今期 －17.4

来期 －19.8

【小売業】
前期 －20.8 　小売業の業況は厳しさが和らいでいます。DI値は、文京区では4.5ポ

イント増の－16.3です。売上額は2.2ポイント増の－24.1、収益は3.6
ポイント増の－21.7といずれもやや改善されています。来期の業況は今
期同様の水準が続くと予想しています。売上額・収益いずれも今期並の
水準が続く見込みです。

今期 －16.3

来期 －16.4

【サービス業】
前期 －13.3 　サービス業の業況は明るさがかなり見えています。DI値は、文京区では

9.9ポイント増の－3.4です。売上額は18.7ポイント増の6.1と大幅に変
動して増加に転じ、収益は11.3ポイント増の－3.7とかなり回復の兆しが
見えています。来期の業況は厳しさが大幅に増すと予想しています。売上
額は大きく変動し増加から減少に転じ、収益は大幅に減少する見込みです。

今期 －3.4

来期 －15.3

【卸売業】
前期 11.3

今期 －13.7

来期 －0.4

【不動産業】
前期 14.5

今期 －2.8

来期 －20.5

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　　　92

小売業　　　30

サービス業　30

卸売業　　　23

不動産業　　14
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特別調査「中小企業が地域金融機関に望むこと」

本調査結果の特徴
　①貴社の社長（代表者）の年齢については、「70歳代以上」が31.1％で１位、「60歳代」が29.1％で２位、「50歳代」が27.0％で３位となっており、
貴社の業歴については「40年以上」が47.4％で１位、「20年以上～30年未満」が19.9％で２位、「30年以上～40年未満」が15.8％で３位となっている。
②貴社のメインバンクについては、「本調査担当信用金庫」が68.2％で１位、「都市銀行」が17.4％で２位、「他の信用金庫」が12.8％で３位となっており、
取引期間については、「20年以上」が53.3％で１位、「10年以上～20年未満」が32.3％で２位、「５年以上～10年未満」が9.7％で３位となっている。
③地域金融機関の体制面で望むことについては、「要望に対する迅速な対応」が47.1％で１位、「担当者の頻繁な人事異動がないこと」が36.6％で２位、「担
当者交代時の丁寧な引き継ぎ」が28.8％で３位となっている。④地域金融機関にどの様な金融取引以外の支援サービスを期待するかについては、「補助金、
助成金の紹介・相談」が29.0％で１位、「ビジネスマッチング等販路拡大支援」が26.9％で２位、「事業計画、経営戦略の策定支援」が23.3％で３位となっ
ている。⑤本調査を担当している信用金庫による貴社への訪問頻度については、「満足している」が96.9％で１位、「多すぎる」が1.5％で２位、「少なすぎ
る」が1.0％で３位となっており、その他の主な取引金融機関による訪問頻度については、「満足している」が63.4％で１位、「少なすぎる」が18.0％で２
位、「本調査担当信用金庫以外取引なし」が14.4％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】　貴社の社長（代表者）の年齢について、次の１～５の中から１つ選んでお答えください。また、貴社の業歴について、次の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（代表者）の年齢】
　１．20歳代、30歳代 2.6 2.2 ― 3.3 8.7 ―
　２．40歳代 10.2 13.3 3.3 13.3 4.3 ―
　３．50歳代 27.0 22.2 23.3 36.7 26.1 50.0
　４．60歳代 29.1 24.4 30.0 33.3 43.5 14.3
　５．70歳代以上 31.1 37.8 43.3 13.3 17.4 35.7
【貴社の業歴】
　６．10年未満 2.0 2.2 ― 3.3 ― ―
　７．10年以上～20年未満 13.3 8.9 10.0 26.7 8.7 21.4
　８．20年以上～30年未満 19.9 21.1 20.0 26.7 13.0 21.4
　９．30年以上～40年未満 15.8 15.6 16.7 16.7 13.0 14.3
　０．40年以上 47.4 51.1 46.7 26.7 65.2 42.9

【問２】　貴社におけるメインバンクについて、次の１～６の中から１つ選んでお答えください。また、メインバンクとの取引期間について、次の７～０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

【メインバンク】
　１．本調査担当信用金庫 68.2 75.6 75.9 60.0 43.5 78.6
　２．他の信用金庫 12.8 11.1 17.2 16.7 4.3 14.3
　３．都市銀行 17.4 11.1 6.9 23.3 47.8 7.1
　４．地銀・第二地銀 0.5 1.1 ― ― ― ―
　５．信組・農協・その他 ― ― ― ― ― ―
　６．政府系金融機関 0.5 ― ― ― 4.3 ―
【取引期間】
　７．５年未満 3.1 ― ― ― 4.3 21.4
　８．５年以上～10年未満 9.7 10.0 3.4 20.0 8.7 7.1
　９．10年以上～20年未満 32.3 32.2 37.9 40.0 21.7 28.6
　０．20年以上 53.3 55.6 55.2 40.0 65.2 42.9

【問３】　地域金融機関の体制面で望むことについて、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．担当者の訪問回数の増加 10.5 11.2 7.1 10.0 19.0 7.1
２．担当者訪問時の滞在時間の延長 2.1 1.1 7.1 3.3 ― ―
３．担当者交代時の丁寧な引き継ぎ 28.8 30.3 53.6 16.7 19.0 14.3
４．担当者の頻繁な人事異動がないこと 36.6 33.7 39.3 40.0 38.1 28.6
５．支店窓口での相談機能の強化 6.8 6.7 3.6 3.3 14.3 7.1
６．インターネットバンキング等の非対面チャネル充実 3.7 2.2 ― 10.0 9.5 ―
７．金融機関の本部専担者・外部専門家による支援 13.1 19.1 10.7 3.3 4.8 14.3
８．要望に対する迅速な対応 47.1 42.7 53.6 50.0 38.1 71.4
９．その他 1.0 1.1 ― ― 4.8 ―
０．特に期待していない 7.9 6.7 7.1 13.3 4.8 7.1

【問４】　地域金融機関にどの様な金融取引以外の支援サービスを期待しますか。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．事業計画、経営戦略の策定支援 23.3 25.8 28.6 13.3 17.4 35.7
２．財務診断アドバイス 17.1 13.5 17.9 16.7 21.7 35.7
３．ビジネスマッチング等販路拡大支援 26.9 27.0 28.6 6.7 30.4 50.0
４．補助金、助成金の紹介・相談 29.0 31.5 32.1 26.7 30.4 7.1
５．事業承継、Ｍ＆Ａ支援等 11.9 15.7 3.6 13.3 8.7 7.1
６．研究開発のための専門機関紹介 1.6 ― ― 6.7 4.3 ―
７．海外展開支援 1.0 ― ― ― 8.7 ―
８．１～７以外の経営に関する情報提供 4.1 2.2 7.1 10.0 ― ―
９．その他 1.0 ― ― 3.3 4.3 ―
０．特に期待していない 19.2 16.9 14.3 30.0 17.4 21.4

【問５】　本調査を担当している信用金庫による貴社への訪問頻度に関し、最もあてはまるものを次の１～３の中から１つで選んでお答えください。また、そ
の他の主な取引金融機関による訪問頻度に関し、最もあてはまるものを次の４～７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

【本調査担当信用金庫の訪問頻度】
　１．多すぎる 1.5 1.1 3.4 3.3 ― ―
　２．満足している 96.9 95.5 96.6 96.7 100.0 100.0
　３．少なすぎる 1.0 2.2 ― ― ― ―
【その他の主な取引金融機関の訪問頻度】
　４．多すぎる 2.6 1.1 3.4 ― 13.0 ―
　５．満足している 63.4 65.2 58.6 63.3 60.9 64.3
　６．少なすぎる 18.0 18.0 24.1 16.7 13.0 14.3
　７．本調査担当信用金庫以外取引なし 14.4 13.5 13.8 16.7 13.0 21.4
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　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把握、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（国、都、区）の紹介や補助金に関するご質問等をお受けします。

⃝国、都、区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）
⃝企業間交流等のイベントのご案内

⃝販路拡大についての助言
⃝下請取引にかかる諸問題のご相談　等

経営に役立つ情報を紹介します

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・金融のほか様々な相
談を経験しました。区内中小企業を訪問し、
これまでご存知でなかった様々な支援メ
ニューをご案内しています。

中
なか

島
しま

　孝
たか

雄
お

 氏
　企業で経理、財務、マーケティング等の
業務に携わり、経営体質の強化や販路拡大
等に取り組んできました。文京区中小企業
支援員として様々な公的機関の支援等を紹
介するとともに、経営革新のためのアドバ
イスをしています。

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巡回しています!!

株式会社タカラの取り組み「産直なかじまルシェ」について

株式会社タカラ 〒113-0033　東京都文京区本郷４-29-16
TEL：03-3814-0177　URL：http://www.kktakara.co.jp/index.html

［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：03（5803）1173　　メール：b-kigyoshien@city.bunkyo.lg.jp

　中小企業支援員が区内企業を適宜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。
　中小企業支援員が貴社を訪問いたします!!

　株式会社タカラ（印刷業）は、文京区本郷に本社を置き、平成13年より福島県西白河郡中島村で
福島工場の操業を開始しました。代表取締役会長の佐藤 利一 氏は、自身の出身地に隣接している中
島村への想い入れがあり、村の魅力を発信する活動を模索していました。そこで今回、地元農家の方
との出会いをきっかけに、中島村の農産物等を首都圏で販売できればと考え、福島工場から文京区本
社へ向かう輸送トラックの空きスペースに中島村産品を積載し、本社前で販売するという形で協力を
行うイベント「産直なかじまルシェ」が開催されることとなりました。
　「今回のイベントを通して、中島村の魅力を多くの方にアピールするとともに、中島村と文京
区の縁を結ぶことができれば」と将来の展望を語っていただきました。佐藤　利一 氏

　中島村は福島県の県南部に位置する、自然豊かな農村です。このたび村に工場
を置く（株）タカラ本社にて産地直送の新鮮な農産物等を販売するため、文京区本
郷におじゃまいたします。
　今年も美味しい新米の季節になりました。中島村の米は阿武隈川の恵みを受け
て栽培され、食味も良く、高い評価をいただいています。産直なかじまルシェでは、
お米の鮮度をキープするため、冷蔵庫のドアポケットで保存いただけるペットボ
トル米を販売いたします。
　ぜひお誘いあわせのうえ、お越しください。
開 催 日　12月12日（土）
開 催 時 間　午前９時～正午
開 催 場 所　株式会社タカラ本社　113-0033　文京区本郷４-29-16　　TEL：03-3814-0177
出品予定品目　 米（コシヒカリ、天のつぶ）、野菜（はくさい、にんじん、じゃがいも、たまねぎ、ごぼう、しい

たけ等）、加工品（切りもち、棒もち、バナナマドレーヌ、アップルパイ等）花（シクラメン等）

福島県中島村より野菜・米・花・加工品を文京区のみなさまにお届けします
～産直なかじまルシェ～

10月10日に開催された
第１回マルシェの様子
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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 E0115004
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