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　異業種交流、市場開拓又は販路拡大を目的として、展示会、産業交流展、見本市等に区内中小企業者等が出展する際
に要する経費の一部を助成します。

区内中小企業者の皆様必
見!!

　展示会等出展料　補助率1/2（上限10万円）
１　補助対象経費

　随時受付（先着順）
※ただし、年度途中でも予定件数に達した場合は、受付を締め切ることがあります。

３　申込期間

・助成金の申請は、展示会出展の申込後、展示会開催日の概ね１ヶ月前までに行ってください。
・申請書等は文京区ホームページでダウンロードできるほか、経済課の窓口でも配付しております。

４　その他

文京区区民部経済課産業振興係　〒112-8555　文京区春日１-16-21　シビックセンター地下２Ｆ
電話：5803-1173　FAX：5803-1936

５　申込先・問合せ

・文京区内中小企業者
・文京区内中小企業者で組織された団体
※平成26年３月31日までに開催される展示会に出展する企業に限ります。
※国内外の展示会が補助の対象になります。

　　

　　・文京区が主催又は共催する事業への出展
　　・今年度、既にこの補助金を利用した事業者
　　・申請者が主催（共催を含む）する展示会への出展
　　・申請する展示会で他の自治体等から補助金交付を受けている、受ける予定の事業者

対象外となる場合

２　補助対象者

お買い物は文京区で !!

平成25年度より、官公庁等が主催する展示会に限らず、国内外の展示会も補助の対象になりました！
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～中小企業の皆様をサポートします～
区では、区内の中小企業の皆様への支援を行っております。ご活用ください。

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）

中小企業の経営の安定向上を図るため、経営指導員等が、区の融資制度に関す
る相談のほか、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・指導を行っています。

下請企業相談
火曜日・金曜日　10：00～16：00

区内中小企業の下請取引について、（公財）東京都中小企業振興公社と連携し、
取引のあっせん・相談・苦情紛争の調停、情報提供を行っています。
（13時～16時は巡回相談で相談員が不在のため、相談を希望される方は、事
前に経済課産業振興係にご連絡ください。）

新製品・新技術開発費補助事業
（募集期間５月31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
あると認められるものについて、事業に要する経費の一部を補助します。補助
率は、２分の１（限度額100万円）。また、大学との連携を行う事業を対象に
産学連携枠を設けています。（審査のうえ、４事業所以内）

チャレンジショップ支援事業
（募集期間５月24日（金）まで）

地域に根ざした起業家等の発掘・育成と区内商店街の活性化を図ることを目的
として、区内商店街の空き店舗において創業される方に家賃補助や経営相談な
どを行います。（審査のうえ、６事業所以内）
経営相談：中小企業診断士等の専門家を３年間無料でお店へ派遣します。（計
10回以内）
家賃補助：店舗の賃借料の２分の１（月限度額５万円）を12ヵ月を限度とし
て補助します。

経営改善専門家派遣

（公財）東京都中小企業振興公社と連携し、経営課題解決を図るため専門家を
派遣します。
公社派遣事業に要する費用１日当たり11,200円のうち9,400円を区が補助
します。

※内容が変更になる場合や上記以外にも事業がございますので、詳しくは下記まで、お問合わせ下さい。
【お問合せ】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

主要事業

　中小企業大学校では「中小企業診断士養成課程」の研修プログラムの一環として、研修生が、企業を訪問し、経験豊富
なインストラクター（中小企業診断士／経営コンサルタント等）の指導のもと、客観的に企業経営の内外環境・諸要因の現
状分析を行い、改善提案等の「経営診断実習報告書」を提出して改善策をご提案する企業の経営診断実習を実施しています。
　例えば、以下のような身近な経営課題の整理・解決の一助としてもお気軽にご活用いただけます。
　１．店舗における顧客（来店客）のニーズを把握したい
　２．製造現場の効率性向上やコストダウンを図りたい
　３．自社発展のための経営戦略の手がかりが欲しい
　４．今後の経営方針の参考になる経営計画を作成したい
　５．自社の経営特性の客観的な分析結果を活用して経営課題の解決につなげたい

　お問い合わせは下記に連絡をお願いします。中小企業大学校の担当者より説明にお伺いします。なお、下記ホームページ
にも概要を説明していますのでご覧ください。
　「中小企業大学校東京校」http://www.smrj.go.jp/inst/tokyo/sindansi/keieisindan/index.html

連絡先：中小企業大学校東京校支援研修課　担当：兼澤
　　　　〒207-8515　東京都東大和市桜が丘2-137-5
　　　　電話042-565-1170

自社の経営課題の改善に
企業の経営診断実習を活用してみませんか。

中小企業大
学校

よりお知ら
せ
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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制度を行っております。
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借りられます。
文京区の融資あっせんが受けられる企業は下記のとおりです。
　⑴区内に主たる事業所（法人企業は本店登記も）を有し、同一場所で同一事業を引き続き１年以上営んでいること
　⑵申込をする日までに納付すべき（納期の到来している）住民税・事業税を完納していること
　⑶東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること
　⑷個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること
　⑸許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること
　⑹あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること
融資詳細や、下記以外の融資メニューについてはお問い合わせください。

（特別融資）
【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。

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 実質利率

借換資金
運転
設備

2,000
　代表者が区民の場合　

2,400

10年以内
元金据置なし

2.2 0.7 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。

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦

【緊急事業資金】
　中小企業信用保険法第２条第４項各号の規定により認定された特定中小企業者が対象になります。（５号認定について
は業種の指定あり。）

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 実質利率

緊急事業資金
運転
設備

1,000
　代表者が区民の場合　

1,200 

８年以内
元金据置期間
12か月を含む

2.1 1.8 0.3 申込みは事業者本人が行
なってください。

※特別融資のメニューは上記以外にもございます。

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦

（一般融資）

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 実質利率

一般運転資金 運転
1,200

　代表者が区民の場合　
1,500

７年以内
元金据置期間
６か月を含む

2.2 0.3 1.9 

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。一般設備資金 設備

1,800
　代表者が区民の場合　

2,000

８年以内
元金据置期間
６か月を含む

小規模企業資金
運転
設備

600
　代表者が区民の場合　

750

５年以内
元金据置期間
６か月を含む

2.2 1.2 1.0 

常時使用する従業者
（役員・アルバイト等は含
みません）が、20人以下の
中小企業者が対象。

創業支援資金
運転
設備

800
　代表者が区民の場合　

1,000

６年以内
元金据置期間
12か月を含む

2.2 1.7 0.5
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年未満の場合が対象。

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦

◆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

◆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　☎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　☎5803-1173（直通）
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東邦音楽大学・東邦音楽短期大学について  
　本学園は、昭和13年（1938年）に東邦音楽学校としてスタートしました。今年で学園創立75周年を迎えます。「音楽
芸術研鑽の一貫教育を通じ、情操豊かな人格形成の完成を目途とする」を建学の精神に掲げ、音楽の技術、理論を深く学ぶ
ことによって、豊かな感性を備えた人材を育成し、社会に貢献できる音楽人を世に送り出すことが使命であると考えています。

文京区との取組み  
　本学は、平成７年より文京区と文京区所在の大学等との連携で「シビックコンサート」（於：シビッ
クセンターB2F区民ひろば）を、また、平成15年より「文の京カレッジコンサート」（於：シビッ
クホール小ホール）を開催し、地域の皆さまに若い学生たちのフレッシュな生の演奏を聴いてい
ただき、音楽の楽しさと感動を共有できる場としています。
　文京キャンパスでは、記念館ホールにて学生並びに教員による「サタデーコンサート」（年８回）
を開催し、土曜の午後のひとときを地域の皆さまに音楽を楽しんでいただく機会を設けています。
このように、本学では音楽を通じて地域の皆さまとの連携を深めています。本学と文京区は平成
20年に相互協力に関する協定を締結し、より一層文京区の音楽芸術の発展と文化の振興に寄与す
べく環境を整備しています。

東邦音楽大学から地域の皆さまへのメッセージ  
　本学エクステンションセンターでは、“音楽”をテーマにした講座を中心に、約45の様々
な講座を展開しています。皆さまのご参加をお待ちしております。
　短期大学では、社会人の受け入れの一環として、特に50歳以上の方々を対象とした、特別
な授業料と長期履修制度を設定して、アカデミックな音楽教育が学び易い教育環境を整えてい
ます。“音楽を学びたいと思った時こそが、本当のスタートです。”

【各種コンサート・エクステンション・短大の社会人入学等のお問い合わせは
TEL：03-3946-9667、http://www.toho-music.ac.jpから】

「産学連携のチャンス」
第12回　東邦音楽大学・東邦音楽短期大学

　都内の中小企業者および組合の資金繰りの安定や経営改善に資することを目的として、既存の東京都制度融資『借換』に加え、
新たに『特別借換』を取り扱っています。ご利用にあたっては、各要件を満たしていることが必要となります。
　詳細につきましては当協会のほか、東京都のホームページをご覧ください。

【融 資 対 象】次の⑴、⑵の両方に該当する必要があります
　　　　　　　 ⑴保証協会の保証付融資を利用していること
　　　　　　　 ⑵事業計画を策定し資金繰り安定化や経営改善に取り組むこと
【資 金 使 途】運転資金
【融資限度額】既存保証付融資の残高に諸費用を加えた額の範囲内
【融 資 期 間】10年以内（据置期間６ヶ月を含む）
【融 資 利 率】金融機関所定の利率
【信用保証料】 当協会の定めによる
　　　　　　　 ※ 小規模事業者（従業員数が製造業等20人以下、卸売業・小売業・サービ

ス業は５人以下）に対し、東京都が２分の１を補助
【担　　　　保】 本保証付融資を含む無担保残高が８千万を超える場合は、原則として担保

が必要
【保 証 人】法人代表者（組合は代表理事）以外は原則として不要
【申込必要書類】通常の申込書類のほか、所定の「事業計画書」が必要

保証に関するお問い合わせはこちらまで
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　　TEL 03（3847）3171

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、「保証人」
となり資金調達をスムーズにする役割を担う公的機関です。
文京区制度融資や、東京都制度融資など、お客さまのニーズに応じた商品をご案内します。

◇◇東京都制度融資『特別借換』のご案内◇◇

制度概要

原則として都制度およ
び区制度融資以外の保
証付き融資も一本化す
ることができます！

特徴①

複数口の一本化だけで
なく、一口のみの借り
換えも可能です！

特徴②

「東邦音楽大学　文京
キャンパス　ロビー」

「シビックコンサート」
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ほっと一息してみませんか？
　ほっ。とカフェ＆バーのコンセプトは、「親子がほっと
できる優しいカフェ」。当店は、ママがくつろいで食事や
ティータイムを楽しめるスペースと子どもが自由気ままに
遊べるプレイスペースがあります。一般的なカフェにママ
が小さな子どもと一緒に入るのは、周囲を気にしてしまい、
肩身が狭く感じます。当店では、親子が目の届く距離でお
互いの時間を楽しむことができるので、ママも安心です。
まるで友達の家にいるような感覚になってしまうためか、
お会計を忘れて帰ろうとしてしまうお客さんもしばしばい
らっしゃいますが（笑）。

どんどん生まれるワークショップ
　毎月、パパやママ、そして子ども向けにワークショップ
を開催しています。その内容は、親子で楽しめるお菓子作
り教室やママ向けの女度アップ講座など本当に多様です。
ワークショップの企画を持ってきてくれる方々は、このお
店をはじめてから知り合いました。カフェのお客さんとし
てお越しいただいた方が、こんな企画をやりたいと申し出
て、実現したイベントもあります。これからもいろんなワー
クショップを実施する予定なので、ホームページやフェイ
スブックをご確認ください。

「あったらといいな」を形にする
　開業前は、会社員として働いていました。子育てと仕事を
両立しながら、忙しい日々を駆け抜けてきましたが、３人目
の子どもを出産したあと、ふと立ち止まって、毎日が会社と
家の往復で、仕事に追われ疲弊している自分に気づきました。
　しばらく悩んだ末、規模が大きくなり続けるような既存
の経済社会とは距離を置いて、身の丈に合った人生を歩み
たいという想いを貫くことを決意しました。今までの人生
を方向転換し、子育ての経験を踏まえ、自分にとって「あっ
たらいいな」と考えていた、親子に優しいコミュニティの
場を作りたいと思い立ったのです。

運命の出会い
　文京区には10年ほど住んでいますが、区内には親子が
気兼ねなく入れるお店があまりないと感じていました。逆
に言えば、誰もが気軽に立ち寄れるようなお店や空間に対
してのニーズが必ずあるはずだと考えました。そんなとき、
今のお店の物件の前を通りかかって、ふと店内のデザイン、
お客さんの姿までイメージが頭に降ってきて、半ば直感で
「ココだ！」と決めて、創業しました（笑）。

広がるコミュニティの輪
　お店を始めて嬉しかったことは、お客さん同士がつな

がっていくところを目の当たりにしたことです。
　あるママが仕事で保育園のお迎えに行けず、お店で預
かっていたところ、別のお客さんが、その子どもに夕飯を
食べさせるのを手伝ってくれました。まさに当店を拠点と
して、親子のコミュニティが生まれた瞬間でした。
　当店の広報は基本的にホームページなのですが、来店さ
れたお客さんによる口コミが広がり、今では多くの方にお
越しいただいています。人と人との関係性をこれからも大
切にしていきたいです。

多世代の交流の場を目指して
　夜はバーになっているので、お酒を楽しむこともできま
す。また、ママだけでなく、パパ、高齢者、学生、社会人
など様々な方々にご来店頂けると嬉しいです。
　直近では、私より一世代若い大学生たちとのコラボとし
て、弊店の２階部分をシェ
アハウスとして運用し、学
生のコワーキングスペー
ス、ママや子どものトレー
ニングジム、そして子ども
たちの英会話や学習塾など
を立ち上げようと動いてい
ます。学生世代と現役子育
て世代が交流することで、
若者が子育てのイメージを
身近に感じる機会になれば
と考えています。
　そして、地域のおじい
ちゃん、おばあちゃんにも
お越しいただき、子どもか
ら高齢者まで全ての世代が
参加できるような、地域コ
ミュニティを紡いでいくお
店にしていきたいです。
　みなさん、ほっ。と一息
してみませんか？　ご来店
お待ちしています。

鈴木　礼子 氏

シリーズ：【新たな文京を作るリーダーたち】

第12回
「あったらいいなを実現、親子がくつろげるカフェ」
ほっ。とカフェ＆バー代表　鈴木　礼子 氏

すず き あや こ

「日替わりワンプレート」
千葉県鴨川自然王国の自然野
菜をメインに使用したおかずと
酵素玄米の看板メニューです。

当店のシンボル、プレイスペー
スとハンモックです。畳が素
足にやさしいプレイスペース
で、子どもたちはのびのびと
遊んでいます。

場　所：文京区西片2-18-17
ＵＲＬ：www.hottocafe.com
電　話：03-6801-5776
定休日：不定休（HP、お電話でご確認ください）
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文京区今期の特徴点
平成25年１月～３月
調査時期   25年３月中旬
調査方法   面接聴取

有効回答事業所数
製造業 110
卸売業 16
小売業 38
サービス業 35
不動産業 11

スポット君
景気予報

好調 普通 不調

卸売業は改善、製造業・小売業・サービス業はやや改善、不動産業は悪化し厳しさが続いている。

製造業
　製造業の業況はやや改善している。個別に見ると、売上額は減少が一服した。収益も回復の兆しが見られる。業種別
にみると、「精密機械器具」の業況は悪化幅が大きく縮小している。「繊維工業、衣服・その他の繊維製品」の業況は非
常に大きく改善しプラスに転じた。「出版・製本業」の業況感はわずかに上向き、「印刷・製版業」の業況は厳しさがか
なり和らいでいる。
　製造業の販売価格は下降傾向が一服し、原材料価格は前年並の上昇が続いている。在庫数量は若干品薄感が強まった。
資金繰りはわずかに厳しさが増しているが、「借入難易度」は改善している。
　経営上の問題点は「売上の停滞・減少」が１位、「同業者間の競争の激化」が２位となった。重点経営施策は「経費を
節減する」が１位、「販路を広げる」が２位である。

卸売業
　卸売業の業況はこの２年マイナスであったが、非常に
大きく改善しプラスに転じた。個別に見ると、売上額は
前期同様の増益で、収益は非常に大きく増勢に転じた。
販売価格は大きく好転したが、仕入価格は上昇がかなり
強まっている。在庫数量は前期同様の過剰感が続いてい
る。資金繰りはかなり厳しい状況に転じた。「借入難易度」
は容易さが縮小している。
　経営上の問題点は「売上の停滞・減少」、「同業者間の
競争激化」、「利幅の縮小」が同率１位である。重点経営
施策は「販路を広げる」が１位、「経費を節減する」が
２位である。

サービス業
　サービス業の業況はやや改善傾向にある。個別に見る
と、売上額は減少をわずかに強め、収益は減少幅が幾分
縮小している。料金価格は前期並の下降が続き、材料価
格は変動なく推移している。
　資金繰りは前年同様の厳しさとなっており、「借入難
易度」はかなり改善している。
　経営上の問題点は、「同業者間の競争の激化」が１位、
「売上の停滞・減少」が２位となった。重点経営施策は、
「販路を広げる」が１位、「経費を節減する」が２位で
ある。

小売業
　小売業の業況は悪化幅が縮小している。個別に見ると、
売上額はかなり持ち直しており、収益も回復の兆しである。
　業種別にみると、「衣服・呉服・身の回り品」の業況
は大幅に悪化幅が縮小している。「飲食料品」の業況は
悪化幅が非常に大きく縮小している。「家電・家庭用機械」
の業況は大幅に悪化幅が縮小している。小売業全体の販
売価格は下降幅が大幅に縮小しているが、仕入価格は非
常に厳しい状況に転じた。在庫数量は過多感がかなり強
まっている。資金繰りは厳しさが大きく和らいでおり、
「借入難易度」も大きく改善している。経営上の問題点
は「売上の停滞・減少」が１位、「大型店との競争激化｣
が２位である。重点経営施策は、｢経費を節減する｣ が
１位、｢宣伝・広報を強化する｣ が２位である。

不動産業
　不動産業の業況は低迷している。個別に見ると、売上
額は減少を多少強め、収益は前期同様の減少幅となって
いる。販売価格は下降幅がわずかに縮小している。仕入
価格は良好感に若干かげりが見られる。在庫数量は多少
積み増している。
　資金繰りは窮屈感がかなり強まっている。「借入難易
度」は前期同様の厳しさとなっている。
　経営上の問題点は、「同業者間の競争の激化」が１位、
「売上の停滞・減少」、「大手との競争激化」が同率２位
である。重点経営施策は「情報力を強化する」が１位で
ある。
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特別調査「中小企業が新政権に期待すること」

本調査結果の特徴
　政権交代による景気押上効果については「どちらともいえない」40.1％、次いで「あまり感じていない」31.1％となっている。新政権による政策について
は「財政の健全化」48.1％、次いで「デフレ・円高対策（金融緩和含む）」45.8％、「成長戦略の推進」31.6％となっている。新政権による中小企業向け施
策については「資金繰り・金融円滑化支援」55.2％、次いで「販路開拓支援」33.5％、「雇用維持・創出支援」26.4%となっている。新政権の成長戦略に
ついては「環境・エネルギー」36.3％、次いで「介護・医療・健康」35.4％となっている。消費税の引上げ前の駆け込み需要については「まだ駆け込み需
要は見られない」97.6％となっている。消費税の販売価格への反映については「わからない」51.2％、「一部の反映にとどまる」25.6％となっている。

（特別調査データ）
【問１】　貴社では、政権交代による景気押上げ効果を感じていますか。当てはまるものを次の１～５より１つお答えください.

項　目 総　数 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．大いに感じている  1.9  0.9  6.3 －  2.9 －
２．やや感じている 15.1 17.4 25.0  8.1  8.6 27.3
３．どちらともいえない 40.1 38.5 37.5 43.2 37.1 54.5
４．あまり感じていない 31.1 30.3 12.5 37.8 40.0 18.2
５．まったく感じていない 11.8 12.8 18.8 10.8 11.4 －

【問２】　貴社では、新政権によるどのような政策に期待していますか。当てはまるものを次の１～９より最大３つまでお答えください。なお、特にないとい
う方は、0を選択してください。

項　目 総　数 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．財政の健全化 48.1 48.6 50.0 40.5 45.7 72.7
２．デフレ・円高対策（金融緩和を含む） 45.8  41.3 37.5 45.9 51.4 72.7
３．環境・エネルギー政策 10.8 11.0 18.8  5.4 11.4  9.1
４．雇用政策 21.2 20.2 18.8 13.5 28.6 45.5
５．成長戦略の推進 31.6 29.4 81.3 21.6 20.0 45.5
６．地方分権の推進  2.4  1.8 －  5.4  2.9 －
７．外交政策  3.3  4.6 － －  2.9  9.1
８．震災復興 16.0 16.5 25.0 13.5 14.3 －
９．その他  1.4  0.9 －  2.7 －  9.1
０．特にない  9.9 10.1 12.5 13.5  8.6 －

【問３】　貴社では、新政権によるどのような中小企業向け施策に期待していますか。当てはまるものを次の１～９より最大３つまでお答えください。なお、
特にないという方は、0を選択してください。

項　目 総　数 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．資金繰り・金融円滑化支援 55.2 52.3 50.0 45.9 65.7 81.8
２．雇用維持・創出支援 26.4 25.7 18.8 18.9 34.3 45.5
３．販路開拓支援 33.5 35.8 50.0 27.0 22.9 45.5
４．公共事業拡大 12.3 13.8 18.8  8.1  5.7  9.1
５．規制緩和 15.1 12.8 37.5 16.2  5.7 36.4
６．海外展開支援（販売・調達・拠点進出等）  4.7  4.6  6.3  2.7  5.7  9.1
７．事業継承支援 10.8 10.1 12.5 16.2  5.7  9.1
８．創業・ベンチャー支援  3.8  5.5  6.3 － －  9.1
９．その他  0.5 －  6.3 － － －
０．特にない 14.2 11.9 18.8 24.3 14.3 －

【問４】　貴社では、新政権が取組む成長戦略において、どのような分野に期待していますか。当てはまるものを次の１～９より最大３つまでお答えください。
なお、特にないという方は、0を選択してください。

項　目 総　数 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．介護・医療・健康 35.4 34.9 56.3 18.9 37.1 54.5
２．環境・エネルギー 36.3 37.6 37.5 40.5 28.6 27.3
３．農林水産業  7.1  9.2  6.3  5.4  2.9 －
４．海外戦略  9.9  8.3  6.3  8.1 14.3 27.3
５．観光振興  6.6  2.8 12.5 10.8  5.7 27.3
６．研究開発・技術革新 17.0 15.6 43.8 13.5 11.4 27.3
７．IT関連産業  5.7  3.7  6.3  5.4  8.6 18.2
８．雇用関連（高齢者や女性の活用、移民政策） 17.0 12.8  6.3 21.6 25.7 36.4
９．その他 － － － － － －
０．特にない 28.8 32.1 12.5 29.7 28.6  9.1

【問５】　平成25年度以降、段階的な消費税の引上げが予定されていますが、貴社の事業展開上、駆け込み需要と思われる需要の変化はみられますか。当て
はまるものを次の１または２よりお答えください。また、今般の消費税の引上げ分について、販売価格にどの程度反映（転嫁）できると考えていますか。当
てはまるものを次の３～６より１つお答えください。

項　目 総　数 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
駆け込み需要

１．すでに駆け込み需要が見られる  1.9  2.8 － －  2.9 －
２．まだ駆け込み需要は見られない 97.6 96.3 100.0 100.0 97.1 100.0

引上げの反映（転嫁）
３．全て反映（転嫁できる）  9.5 11.0 20.0  5.4  2.9 18.2
４．一部の反映（転嫁）にとどまる 25.6 23.9 53.3 32.4 11.4 18.2
５．まったく反映（転嫁）できない 13.3 18.3 －  5.4 14.3  9.1
６．わからない 51.2 45.9 26.7 56.8 71.4 54.5
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「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歳以下の従業員と事業主 
※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円～20,000円）など
【問合せ・申し込み】
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25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（6,000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　500～1,800円（3,200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43ヶ所、レジャー施設約35ヶ所、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 1枚 480円（500円）、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（2,565円）
浅草ROXまつり湯 1,200円（2,300円）
和楽の郷、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 会員ひとりにつき2,000円の補助

区内共済会指定店 約45店 ３％～50％割引

主な福利厚生の内容

ただいま
会員募集中

　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
86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25年６月10日（月）　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【ただし、資料実費（希望者のみ）】
　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26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25年６月11日（火）
　　　　　　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
　参加費　　無　料
　定　員　　300名
　申　込　　当日直接会場へ

　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＃）

平成25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

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 E0112020

第112号　平成25年５月（季刊） 8

http://www.bunkin.jp/



