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お買い物は文京区で !!

Vigorビガー
文京産業ニュース文京産業ニュース 文京産業ニュース120

ビガー 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

　産業情報紙「ビガー」は平成13年５月に前身の「商工だより」からリニューアルされ、今号で発行号数は
120号に達しました。
　本紙は年に４回発行されており、この120号で30周年を迎えることとなります。

　これまで文京区で実施する事業の紹介やその活用事例につ
いて、また、文京区の活躍する若手起業家の紹介など、区内
産業に関する情報を掲載してきました。
　今年度からは区のホームページの中にWEB版ビガーを新た
に開始し、様々なトピックの紹介をしていきます。
　区内企業に関するニュースや経営者インタビュー、補助金
やセミナー情報などを掲載していく予定です。

　紙面でお目にかかれなかった方もぜひWEB版ビガーをご覧
ください！

　文京区は、１月29日に文京シビックホール小ホールで大田区、公益財
団法人大田区産業振興協会及び商工組合日本医療機器協会との共催で「第
１回文京区・大田区モノづくり技術交流展示会・交流会」を開催しました。
　これは、平成26年２月に大田区と締結した、「医療関連産業の連携に
係る覚書」に基づいた取組みの第１弾として開催したもので、文京区や
大田区のものづくり企業28社や東京医科歯科大学など３大学が展示を行
い、区内医療機器メーカーなどと活発に商談を行いました。
　今後も、文京区では、医療機器に関わるものづくり企業を有する自治
体との連携を進めていきます。

30周年ビガーは を迎えます！

第１回文京区・大田区モノづくり技術交流展示会・交流会 を開催しました

展示会・交流会当日の様子

　文京区は、中小企業が利用できる様々な支援事業を分かりやすく紹介するサポー
トブックを作成しました。
　経営・創業に関する相談窓口、貴社へ専門家を派遣し経営等の課題解決を図る専
門家派遣制度、その他様々な補助制度を紹介しています。
　本書をご希望の方は、お気軽に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

WEBビガー 検索
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〈スタジオギークスとは？〉
　Google関連技術に特化したスーパーエンジニ
ア集団、株式会社トップゲートが運営する、独立・
起業家・フリーランス、あらゆる職種のひとと出
会えるコワーキングスペースです。

〈コワーキングって？〉
　「コワーキング」は、各々が独立した仕事を
しながら、働く場を共有する、あたらしい働き
方です。作業場所でありながらも、新しいつな
がりを持てるスペースを提供するのが「コワー
キングスペース」なのです。

〈使い方は？〉
　起業・独立した方がメインの作業場として利用していたり、取引先への営業活動の
拠点・足休めの場として立ち寄ったり、打ち合わせの場所に使ったり、英会話教室の
場としたりなど、多種多様なシーンでご利用いただいています。月額の会員プランの
ほか、会員登録・予約なしでも１時間500円（１日最大2,000円）で利用できるので、
カフェ感覚でお気軽にお立ち寄りください。
　また、週に数回、主に夕方から夜の時間に、イベントやセミナー、講座、交流会を
開催しており、自らのスキルアップや人脈形成の場としてもご活用いただいています。
（過去開催例：「起業を成功に導く「創業・第二創業促進補助金」獲得セミナー」、
「Android Studioで始めるAndroidアプリケーション開発入門」、「【初心者歓迎】第
１回 エンジニアボードゲーム会@本郷【今日は一日ボドゲ三昧】」「現役プロが教える、
知っておきたいWeb制作の常識と最新トレンド」など）
　イベントやセミナー・講座の開催も随時相談が可能で、電話受付サービス、会議室
の貸切利用やコワーキングスペース全体の貸切利用（会員のみ）も提供しています。
　この４月からは、月に１度、会員や利用者同士の親睦を深め、新たなビジネスチャンス
を掴むための異業種交流会も開催するので、興味がある方はぜひ一度、お越しください。

コワーキングスペース「Studio Geeks」（スタジオギークス）

Studio Geeks
所 在 地： 〒113-0033 

文京区本郷３-40-11 
柏屋ビル４F

電 話 番 号：03-3868-2900
メ ー ル： info@studiogeeks.co 

（担当：樋口）
公式Webサイト：http://studiogeeks.co/

コミュニケーションを配慮したオープン
スペースで、新しい仲間を増やしてみ
ませんか？

掘りごたつ式のミーティング机を囲んで和
んだ雰囲気の中、打ち合わせもできます。

最大20名まで利用可能なセミナールームです。

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

午後１時～午後４時１月18日～３月７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

午前９時30分～午後５時
記帳指導 商工会議所の記帳指導員 平日毎日

 ※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28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
　1.25％（平成27年４月10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までお問い合わせください。 

平成27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、平成27年
度の融資あっせん分から契約利率は1.9％になります。

（創業支援資金の契約利率は1.7％、短期運転資金の契約利率は1.8％
になります）

■創業支援資金の実質本人負担金利ゼロ
　区内での創業を支援するため、平成27年度からの創業希望者また
は創業後1年未満の方が創業支援資金をご利用の場合に、実質的な本
人負担金利がゼロになります。（詳細は下表をご参照ください。）

■第二創業を含む事業転換または事業多角化を支援
　第二創業を希望する方を支援するため、平成27年度から第二創業
を含む事業転換または事業多角化を計画する場合は、事業活性化資
金がご利用になれます。

■小規模企業資金の重複利用が可能に
　小規模企業資金（従業員が20人以下の中小企業者が対象）をご利
用の方が、前回融資の1/2を超える額の返済があった場合に、新た
に融資限度額（600万円（代表者が区民の場合は750万円））まで
お申し込みが可能になります。

【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 1.9 0.5 1.4 
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

1.9 1.7 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

1.9

0.3 1.6 
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

1.1 0.8 
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 ６年以内
元金据置期間
12か月を含む

1.7 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

代表者区民の場合
1,000

（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、どうぞお気軽に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
※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が実施している「専門家派遣事業」の利用料の一部（１日当た
りの派遣費用11,550円のうち9,400円）を補助します。公社は、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、幅広い専門家を紹介し、現地に派遣します。

中小企業支援員による訪問
（月・水・木・金曜日）

経営の安定や振興を図るため、文京区中小企業支援員が、区内企業を直接訪問し、企業の現状
や課題に合った支援施策の紹介やセミナー、企業間交流、販路拡大等にかかる助言、下請取引
にかかる諸問題の相談等を行っています。

新製品・新技術開発費補助
（募集期間５月29日（金）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事業
※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27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（水）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
（９月より募集開始予定）

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
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江尻　高宏 氏

シリーズ：【新たな文京を作るリーダーたち】

第20回
「“おもてなし電話”でお客様から選ばれるお店へ」
株式会社シンカ　代表取締役　江尻　高宏 氏

高級店のおもてなしを、街のお店でも
　高級旅館では、１年ぶりのお客様からの予約電話でも「昨
年お泊りになった同じ部屋をお取りいたしましょうか？」
と、あたかも数日前にお会いしたかのようにスムーズな会
話をします。実はこういった電話での気持ちのいい対応が
できるのは、CTI （Computer Telephony Integration）
と呼ばれるシステムを利用しているためです。このシステ
ムを、街のお店でも手軽に使えるように提供しているのが、
弊社のおもてなし電話「シンカCTI」です。

気持ちのいい電話対応で、リピート率アップ
　おもてなし電話「シンカCTI」を利用すると、電話がか
かってきたときにお客様の名前だけでなく、購入商品や予
約情報、取引の内容などが分かります。電話（受話器）を
取る前に、こういった情報がパソコンやiPadなどのタブ
レットに表示されるため、心構えをしてから電話を取るこ
とができます。
　たとえば、あるお花屋さんでは、電話がかかってきたと
きに前回購入された花束の情報を表示し、「前回と一緒」
という注文をスムーズに、間違いなく受け付けています。
さらに、これまでの購入回数、累計金額、平均単価を表示
させ、“お得意様”からの電話かどうかを判断しています。
飲食店や美容院、マッサージ店では、予約情報を表示させ
ることで、スムーズな予約対応やキャンセル、変更対応が
できます。
　こういったお客様の知りたい情報が、電話着信時にパソ
コンやタブレットに表示されるため、ベテランではなく経
験の浅いパート
やアルバイトで
もスムーズな電
話対応が可能と
なります。お得
意様からの電話
を 誰 が 取 っ て
も、失礼なく、
気持ちのいい対
応が可能となる
のです。
　このおもてなし電話「シンカCTI」は、タブレットでも利
用できるため、店内に設置してもおしゃれなお店の雰囲気
を壊しません。持ち運びもできるため、どこにいても着信
情報を確認でき、お店の外でもかかってきた電話の情報が
分かります。また、ユニークな使い方として、壁に貼り付
けて利用している飲食店があり、調理場の壁にタブレット
を設置し、仕込みをしながら電話情報をチェックしています。
　また、自宅にいながらお店にかかってきた電話が確認で
きるのも便利だという声が多い利用方法です。お店がお休
みのときの着信履歴を、自宅にいながらスマートフォンで

確認できます。お客様からの着信履歴があれば、自宅から
すぐに電話を折り返すということも可能です。これでお休
みのときに電話を自分の携帯に転送するということをやら
なくてすむようになります。

“クラウド”でお手軽に、お安く
　非常に便利なサービスですが、これまで街のお店や中小
企業に広まらなかったのには理由があります。それはシス
テムが非常に高価だったことです。もともと、このCTIと
いうサービスはコールセンターで主に使われていたシステ
ムで、数千万円から高いものだと数億円していました。こ
れを低価格で販売するシステムもいくつか出てきました
が、それでも数百万円しています。高級旅館や高級料亭で
は、数百万円かけてでもお得意様のリピーターを大事にし
たいため、そういったお店が購入していましたが、街のお
店ではちょっとハードルの高いサービスでした。
　そんなときに、インターネットの技術を使った“クラウ
ド”が世の中に登場し、システムの価格が大幅に下がりま
した。この技術を使ってCTIを開発すれば、お手軽なサー
ビスとして提供できるのではないかとの考えのもと、おも
てなし電話「シンカCTI」が生まれ、街のお店や中小企業
でも利用しやすい価格となりました。
　このCTIサービスは、リピーターを大切にする地域密着の
お店が使ってこそ、利用価値があると思っています。お客様
との関係を大事にし、来店だけでなく、電話の対応もおもて
なし対応をしたいというお店にぴったりなサービスです。

日本のおもてなしを文京区から世界に
　おもてなし電話「シンカCTI」は、飲食店、美容院、マッ
サージ店、生花店、弁護士事務所、結婚式場、自動車販売
店、工務店など、20を超える業種に利用いただいており
ます。多くの業種で、電話のおもてなし対応を重視してい
るということでしょう。
　日本の“おもてなし”は世界でも評価が高く、これから
ますます多くの国に受け入れられていくと考えています。
まずは文京区のたくさんのお店や中小企業にご利用いただ
き、そしてアジア、欧米へと、日本のおもてなし電話対応
を実現するサービス「シンカCTI」を広げていきたいと考
えております。

電話着信時に、お客様の様々な情報が
表示される。

壁に貼り付けたiPadで着信情報を見る。
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文京区今期の特徴点 平成27年１月～３月
調査時期　27年３月中旬
調査方法　面接聴取

　小売業はやや厳しさが和らいでいます。製造業・卸売業は前期並みの悪化幅が続き、サービス
業は厳しさを増しています。

【製造業】
前期 －24.5 　製造業の業況は前期並の悪化幅が続いています。売上額は前期同様の

水準が続いていますが、収益は持ち直しています。
　来期の業況は今期並みの悪化幅と見込まれています。しかし、売上額
と収益は共に減少幅が縮小し、前年同期の水準を多少上回ると予想して
います。

今期 －26.0

来期 －25.9

【小売業】
前期 －31.5 　小売業の業況はやや厳しさが和らいでいますが、売上額は前期同様の

減少幅と回復は鈍く、収益も依然として低迷が続いています。
　来期の業況は今期並みの悪化幅と見込まれていますが、売上額はやや
減少幅が縮小し、収益も幾分持ち直すと予想しています。

今期 －28.4

来期 －29.6

【サービス業】
前期 －9.7 　サービス業の業況は厳しさを増しています。売上額は低迷が続き、収

益もわずかに減少幅が拡大しています。
　来期の業況はかなり厳しさが和らぐと予想されています。しかし、競
争激化や人手不足等で、売上額・収益ともに低迷すると予想しています。

今期 －17.1

来期 －6.1

【卸売業】
前期 －4.1

今期 －5.2

来期 －3.0

【不動産業】
前期 －0.3

今期 1.8

来期 －9.4

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　　　98

小売業　　　29

サービス業　32

卸売業　　　20

不動産業　　11
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特別調査「まち・ひと・しごと創生への取り組み」

本調査結果の特徴
　地方創生のための雇用の創出については、「販路開拓（海外含む）の強化」が42.2％で１位、「検討していない」が30.2％で２位、「新商品・サービスの開発」
が26.0％で３位となっている。人材の確保については、「わからない」が42.9％で１位、「中途採用の拡充」が25.9％で２位、「新規採用の拡充」が17.5％で３位
となっている。職場環境づくりについては、「わからない」が44.7％で１位、「勤務時間面での子育て支援の拡充」が27.7％で２位、「出産休暇・育児休暇の取得
促進」が18.6％で３位となっている。地方自治体への期待については、「助成金等補助制度の拡充」が32.3％で１位、「期待していない」が26.5％で２位、「医療・
福祉等生活サービスの拡充」が22.8％で３位となっている。東京一極集中の是正への期待は「あまり期待していない」が39.8％であり「期待している」の
18.8％の２倍強となっている。地方中核都市の機能強化への期待は、「あまり期待していない」が35.1％であり「期待している」の23.0％の1.5倍強となっている。

（特別調査データ）
【問１】　2014年12月27日に、政府から、地方創生のための「まち・ひと・しごと」にかかるビジョンと戦略が公表されました。「地方における安定した雇

用（しごと）を創出する」という基本目標のなかで、「力強い地域産業の競争力強化」の必要性が示されています。貴社における新たな「しごと」づ
くりについて、以下の１～０のなかからあてはまるものを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．販路開拓（海外含む）の強化 42.2 50.5 21.4 25.8 50.0 36.4
２．新商品・サービスの開発 26.0 26.8 21.4 29.0 35.0 18.2
３．増産・営業力の強化 22.9 22.7 14.3 19.4 30.0 45.5
４．新規事業の立ち上げ（起業） 2.6 4.1 － 3.2 － －
５．産学官連携への参加・強化 2.6 4.1 3.6 － － －
６．地元金融機関との連携強化 16.7 13.4 14.3 19.4 10.0 63.6
７．企業間連携への参加・強化 9.4 9.3 7.1 6.5 － 36.4
８．不採算部門の縮小等による業態転換 5.2 5.2 3.6 9.7 5.0 －
９．その他 － － － － － －
０．検討していない 30.2 24.7 42.9 45.2 35.0 －

【問２】　ビジョンと戦略では、「地方への新しいひとの流れをつくる」という基本目標が掲げられています。こうしたなかで、貴社では、今後の人材の確保
に向けてどのような対応が考えられますか。次の１～０のなかから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．新規採用の拡充 17.5 20.8 3.7 15.6 21.1 10.0
２．中途採用の拡充 25.9 31.3 3.7 25.0 26.3 40.0
３．女性の活躍の場の拡充 7.4 7.3 7.4 6.3 5.3 20.0
４．遠隔勤務（テレワーク等） 2.6 3.1 － 6.3 － －
５．給与水準の引上げ 15.3 17.7 11.1 9.4 15.8 10.0
６．福利厚生（住居等）の充実 13.2 16.7 7.4 12.5 － 30.0
７．地元外の大都市圏の大学へのPR拡充 2.1 2.1 3.7 3.1 － －
８．地元大学・高専・高校・中学へのPRの拡充 3.7 2.1 7.4 6.3 5.3 －
９．ハローワークとの連携強化 9.0 8.3 7.4 12.5 15.8 －
０．わからない 42.9 36.5 66.7 50.0 47.4 20.0

【問３】　「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」という基本目標が示されるなかで、貴社では、子育て世代に対応するため、今後の職場環境づ
くりでどのような対応が考えられますか。次の１～０のなかから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．非正規雇用の正規化 11.2 16.7 3.7 6.5 － 11.1
２．金銭面での子育て支援の拡充 12.8 16.7 3.7 16.1 － 22.2
３．勤務時間面での子育て支援の拡充 27.7 28.1 22.2 22.6 45.0 11.1
４．保育施設等での子育て支援の拡充 5.9 5.2 7.4 6.5 － 11.1
５．年次有給休暇の取得促進 8.5 7.3 7.4 16.1 10.0 －
６．出産休暇・育児休暇の取得促進 18.6 17.7 3.7 25.8 20.0 33.3
７．職務・地域の限定等多様な正規雇用の導入 8.0 11.5 3.7 6.5 5.0 －
８．ハラスメント問題への対応強化 1.6 1.0 3.7 － 5.0 －
９．結婚希望者の実現支援 4.3 3.1 3.7 9.7 － 11.1
０．わからない 44.7 40.6 59.3 45.2 45.0 44.4

【問４】　「時代にあった地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する」という基本目標のなかで、地域の課題は地域で解決する観点
からの各種施策が示されています。貴社では、こうした施策全般に対して、地元自治体にどのようなことを期待していますか。次の１～０のなかから
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．医療・福祉等生活サービスの拡充 22.8 21.6 15.4 29.0 31.6 9.1
２．公共交通の維持・拡充 9.0 11.3 7.7 3.2 5.3 －
３．都市機能の集約・コンパクト化 6.9 8.2 7.7 3.2 － 18.2
４．助成金等補助制度の拡充 32.3 38.1 23.1 22.6 42.1 18.2
５．まちおこしの支援拡充 14.3 13.4 26.9 9.7 5.3 27.3
６．地産地消・地元発注の拡充 18.5 20.6 23.1 12.9 10.5 27.3
７．規制緩和の拡充 10.6 7.2 3.8 9.7 21.1 45.5
８．公共施設・公的不動産の有効活用 7.9 7.2 3.8 6.5 5.3 18.2
９．地域防災の充実 9.5 7.2 7.7 9.7 15.8 18.2
０．期待していない 26.5 25.8 30.8 32.3 26.3 9.1

【問５】　ビジョンと戦略では、「東京一極集中の是正」が大きな克服課題の一つとされるとともに、「地方中核都市」には大都市圏への人口流出を食い止める
機能が期待されています。貴社では、これらに対してどのように受け止めていますか。以下の①（１～５）のなかから１つ、②（６～０）のなかから
１つ、それぞれ最も当てはまるものを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　東京一極集中の是正に対して
　１．非常に期待している 7.3 7.2 7.4 9.7 10.0 －
　２．期待している 18.8 21.6 18.5 16.1 10.0 9.1
　３．あまり期待していない 39.8 37.1 40.7 22.6 65.0 63.6
　４．まったく期待していない 6.8 7.2 7.4 12.9 － －
　５．どちらともいえない 27.2 26.8 25.9 38.7 15.0 27.3
②　地方中核都市の機能強化に対して
　６．非常に期待している 6.8 6.2 3.7 9.7 15.0 －
　７．期待している 23.0 23.7 33.3 12.9 25.0 9.1
　８．あまり期待していない 35.1 36.1 29.6 25.8 35.0 63.6
　９．まったく期待していない 8.9 9.3 7.4 12.9 10.0 －
　０．どちらともいえない 26.2 24.7 25.9 38.7 15.0 27.3
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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

「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。

 加入できる方 　 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。

 入 会 金 　１人　　 200円
 会　　　　費 　１人１月 500円

� ＊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（5,000～20,000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27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（最大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37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

メンバーシップカード　定価から400円引き
特別利用券　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 1,300円（2,365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
人間ドッグ 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13店 ３％～50％割引

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
88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27年６月９日（火）　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
　お問い合わせ　　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28年３月新規高卒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27年６月５日（金）�
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　　300名
　申　　　込　　当日直接会場へ

　お問い合わせ　　�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＃）

平成27年度中央安全推進大会のご案内 新規高卒者向け求人申込説明会

ただいま
会員募集中

第120号　平成27年５月（季刊） 8

DW6_A4160D08_C.indd   8 2015/05/12   11:00:44


	DW6_A4160_目次(web)
	DW6_A4160D01_C
	DW6_A4160D02
	DW6_A4160D03
	DW6_A4160D04
	DW6_A4160D05
	DW6_A4160D06
	DW6_A4160D07
	DW6_A4160D08_C

