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いて掲載します。
　各店舗のページにはメニューだけでなく、写真やお得な
情報等も掲載していただくことが可能です。
　登録された店舗様には、各種キャンペーンや補助金につ
いてもご案内しておりますので、ご登録いただき、ご活用
ください。
　登録を希望される場合は、登録用URLより店舗情報等に
ついてご入力をお願いいたします。
文京ソコヂカラURL：
https://bunkyosokojikara.com
登録用URL：
https://bunkyosokojikara.com/for-shop/

●補助対象者
　次の①～⑤の全ての要件を満たす方が対象となります。
① 中小企業（中小企業と同規模の法人を含む）及び個人事
業主で、区内に店舗を有していること

② 店舗において、小売・飲食・その他生活に必要なサービ
ス等を提供していること

③ ワクチン接種を２回受けた65歳以上の方に割引等のサー
ビス（消費者還元サービス）を実施すること

④ 店舗において新型コロナウイルス感染症の発生及びまん
延の防止に係る対策を行っていること

⑤ 緊急事態措置等により休業又は営業時間短縮等の要請を
されている施設においては、当該要請を遵守していること

●消費者還元サービス実施期間
　令和３年８月16日（月）から９月30日（木）まで
※ サービス内容は、区内店舗紹介サイト「文京ソコヂカ
ラ」に掲載します。

※ 消費者還元サービスを実施するにあたり事前の申請が必
要です。サービス開始の２週間前までにご提出くださ
い。

●補助対象経費
　消費者還元サービス実施期間中に発生した、商品割引、
サービス品の提供等の消費者還元金額相当分

●補助金額
　補助限度額10万円　※１店舗につき１回のみ

　文京区では昨年、「文京テイクアウト・出前OK店舗リス
ト」を作成し、飲食店のテイクアウトやデリバリーを利用
する際にご活用いただいておりましたが、今年５月に業種
を問わず地域を支える区内店舗の紹介サイト「文京ソコヂ
カラ」としてリニューアルいたしました。
　現在350店以上のお店を掲載しており、テイクアウトや
デリバリーが可能なお店だけでなく、地域やお店のジャン
ルでの検索も可能です。
　また、商店にかかわるキャンペーン等についても掲載し
ており、８月から開始される新型コロナウイルスワクチン
接種に伴う区内店舗支援事業についても、「文京ソコヂカ
ラ」内に特設ページを作成し、各店舗のサービス内容につ

　新型コロナウイルスの影響を受けている区内店舗の利用促進と活性化につなげるため、新型コロナウイルスワクチン接種
を完了した65歳以上の方に「値引き・おまけ」などのサービスを提供する店舗に対し、サービスにかかる費用を上限10万
円まで補助します。

｢新型コロナウイルスワクチン接種に伴う区内店舗支援事業」

●募集期間
　令和３年９月10日（金）まで（当日消印有効）
※ 郵送のみでの受付となります。簡易書留など郵送物の追
跡ができる方法で郵送してください。

●申請方法
　区ホームページから申請書をダウンロードし、郵送でご
提出ください。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/
syoutengai/sokodikara/ouencampaign.
html
●申請書提出先  〒112-8555　文京区春日１-16-21
   文京区経済課　ワクチン接種に伴う区内

店舗支援事業　担当
● お問い合わせ   ワクチン接種に伴う区内店舗支援事業

コールセンター（店舗向け）
 080-1983-0139（平日10時～17時）

参加店
募集

区内店舗紹介サイト｢文京ソコヂカラ」
にご登録ください！

▲QRコード

▲QRコード



第145号　令和３年８月（季刊） 2

　本郷三丁目駅から徒歩４
分。大横町通商店街に面し
た小さなイタリア料理店。
厳選食材で作る唯一無二の
味わいのリゾットや肉料理
など何度でも食べたくなる
料理とイタリアワインをお
楽しみください。

　2021年6月15日オー
プンいたしました。千石駅
から1分の近さ。ボディー
ケアとストレッチを中心に
お客様一人一人に合わせた
施術を行っています。ホッ
トスパ、リフレクソロジー
などいろんなメニューの組
み合わせも大人気です。ご来店をお待ちしております。

　文京区では、商店街の空き店舗で創業する方等を、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。
　今回対象となりましたお店を紹介いたします。よろしければ是非一度足をお運びください。

Re.mind 千石

住　　所 文京区白山５-17-12
電話番号 070-8959-2009

営業時間 10：00～ 23：00
祝日10：00～ 17：00

定 休 日 木曜日

　Hilton Grand Vacations
正規販売代理店ハワイ総合
コンシェルジュサービスを
提供しています。ハワイの
タイムシェアの販売から転
売、名義変更など。またハ
ワイのゴルフ場の予約や分
骨・散骨なども受けたまわ
ります。

Mahana Concierge Service

住　　所 文京区本郷１-33-14-902
電話番号 080-4452-0841
営業時間 10：00～ 18：00
定 休 日 不定休
ホームページ https://www.mahana-c-s.com

　お子様の自転車から電
動自転車、レース用のロー
ドバイクまで、プロロード
レースチームで培った確か
な技術と知識で、安全で快
適な自転車の販売と整備を
行っております。ネジ一本
のご用意や簡単な修理も可能です。お気軽にご相談ください。

TIGER CYCLE

住　　所 文京区大塚５-6-15 Yビル101
電話番号 03-5981-9758

営業時間 月～土　12：00～ 21：00
日・祝　12：00～ 19：00

定 休 日 水曜日
ホームページ https://www.tiger-cycle.com

　岩手県産短角和牛を
100％使用したパティ、白
山の名店「BOULANGERIE 
AMONNIER」の特注バン
ズ、兵庫県丹波より直送さ
れるベイビーリーフ、すべ
てにこだわった日本の美味
しいハンバーガーです。

MUSECA TIMES

住　　所 文京区千駄木３-41-16
電話番号 03-6899-1897

営業時間
11：00～ 22：00
 コロナ禍のため　平日 　11：00～ 16：00
　　　　　　 　　金・土 11：00～ 19：00

定 休 日 不定休
[　　　　　 　　　　　　　　　　　　]

canade

住　　所 文京区本郷２-31-３ 二木ビル1F
電話番号 070-3843-8393

営業時間 17：00～ 22：00 L.O.
緊急事態宣言下はそれに準じる

定 休 日 日曜日
ホームページ https://canade.jimdosite.com

住　　所 文京区目白台１-22-１
シャトーミズウメ目白台１階

電話番号 03-6912-1277
営業時間 10：30～ 22：00
定 休 日 年中無休

　逸品の中から選りす
ぐった愛犬用品。
　デザイン性と機能性を
兼ね備えた生活雑貨の逸
品。
　心も身体も潤す食品を
取り揃えています。

あんのんlife

店舗
紹介 令和３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



3 第145号　令和３年８月（季刊）

　区内中小企業等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  区内の大学発ベンチャー企業やその他の中小企業者

※補助対象者は審査の上決定します。
対象事業  ①  IoT、ロボット、AI、ビッグデータ等の先端技術の導入によりSociety5.0の実現を推進する事業

※  Society5.0の実現を推進する事業とは、IoT、ロボット、AI等の先端技術を導入し、経済発展と
社会的課題の解決を両立していく新たな社会Society5.0の実現を推進する事業のことです。

②感染症の検査、診断その他感染症の拡大防止に係る事業
対象経費  ① 原材料又は副材料の購入に要する経費　　　②機械装置又は工具器具の購入又は借用に要する経費

③外注加工に要する経費 ④研究開発の委託に要する経費
⑤工業所有権の取得に要する経費 ⑥技術指導の受け入れに要する経費
⑦ ソフトウェア又は情報の技術開発に係る直接人件費（対象者は、開発に直接従事する役員及び正社
員とし、臨時社員等を除く。）

補 助 率   補助対象経費の３分の２（上限200万円）
募集期間   令和３年９月１日（水）から10月29日（金）まで
補助対象とならないもの
•薬品、食品、その他口に入れるもの　•化粧品等その他肌の塗布等により使用するもの
•他の行政機関による同種の補助金等の交付を受け、または受ける予定のもの

　魚は豊洲市場の老舗仲卸
より、その時々で一番良い
物を市場の人と相談し毎日
厳選しております。
　地酒は全国各地より、有
名な銘柄だけでなく、あま
り知られていない良い酒を
厳選して常時40種以上ご
用意しております。
住　　所 文京区白山１-31-５　セントヒルズ白山１F
電話番号 03-6801-6131
営業時間 昼11：30～ 14：00　夜16：30～ 22：00
定 休 日 なし
ホームページ ariki0715.com

地酒 地魚 ありき

　凄腕施術者による骨盤調
整サロン！骨盤を中心に身
体の歪みを見て１人１人の
体に合わせたオーダーメイ
ドの施術でアプローチいた
します。リーズナブル×丁
寧な施術を重視◎達人技を
ご堪能ください！！

整体×骨盤×リンパ
Total Bodycare Salon Anuenue

住　　所 文京区本郷１-27-８ 本郷ハウス１階A-19
電話番号 03-4361-8050
営業時間 10：00～ 21：00（最終受付 19：30）
定 休 日 月曜日
ホームページ https://beauty.hotpepper.jp/slnH000496156

　和モダンの落ち着いた院
内で、痛みの治療はもちろ
ん、良い状態を保つことが
できるよう根本からの治療
を行い、さらに睡眠の質を
向上させるためのお手伝い
をしています。保険診療も
行っておりますので、お気
軽にご相談ください。

いち鍼灸接骨院

住　　所 文京区本郷２-28-７
電話番号 03-4361-9828
営業時間 10：00～ 19：30
定 休 日 日・祝
ホームページ https://ichi-shinkyu-sekkotsuin.com

　2021年５月に東洋大学正
門の正面にオープン。生えグ
セ修正ができる特許取得技
術、エンジェリックケアを筆
頭に、髪質改善縮毛矯正等薬
剤、安心できる技術提供にこ
だわりを持っています。丁寧な
カウンセリング・施術をし、ホテルのロビーをイメージしたプラ
イベート空間で、上質なくつろぎの時間をお過ごしください。
住　　所 文京区本駒込１-10-１　吉岡ビル101
電話番号 03-6902-1947
営業時間 平日10：00～ 20：00　土・日・祝10：00～ 19：00
定 休 日 火曜日、不定休あり
ホームページ https://beauty.hotpepper.jp/slnH000536659/

Capo Campo

イノベーション創出支援補助事業を実施します！

【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）　☎03-5803-1173
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　区内中小企業の企業力を高め、中長期を見通した持続可能な区内産業の振興を図ることを目的として、SDGs、
Society5.0、働き方改革・ワークライフバランス、テレワーク・オンライン活用、事業承継、BCP等について、体系的に
お伝えするセミナーを開催します。
【令和３年11月～12月セミナースケジュール】
開催日（予定） テーマ 主な内容
11月５日（金）①SDGs SDGs経営による企業の価値創造、中小企業の取組み事例等

11月12日（金）②Society5.0 Society.5.0とは何か（ビッグデータ・AI・ロボット・IOT）、DXと変貌
する社会と経済等

11月19日（金）③ 働き方改革・ワークライフバランス
働き方改革・ワークライフバランスの必要性、各種制度の導入・運用のポ
イント等

11月26日（金）④テレワーク・オンライン活用コロナ禍、社会変容、新たな生活様式におけるテレワーク・オンラインでの取り組み事例等
12月３日（金）⑤事業承継 事業承継を取り巻く環境、課題や、第三者承継・企業連携（Ｍ＆Ａ）の活用等
12月10日（金）⑥BCP 中小企業のためのBCP、簡易型BCP計画で自社BCPを考える等
時　　間  14：00～15：30
会　　場  オンライン開催（Zoomにて実施いたします。

各自ご自宅、事務所等からご参加ください。）
参 加 費  無料
定　　員  60名

※先着順。参加券は発行いたしません。
※定員を超える場合のみご連絡いたします。

申 込 方 法   右記QRコードか下記URLより申込
みフォームにアクセスし、必要事項
をご入力のうえお申し込みください。
https://npo-bs.org/bnk2021-application/

お問い合わせ  特定非営利活動法人NPOビジネスサポート
電話番号：03-3953-8444
受付時間：9：00～17：00

企業力向上オンラインセミナー

ウェルカム商店街オンラインセミナー
　新型コロナウイルス感染症の影響下における商店の活動に役立つテーマについて、オンラインセミナーを開催します。
　本セミナーでは、文京区商店街連合会が実施する「キャッシュレス決済ポイント還元事業」や、IOT技術活用につい
て詳しい説明もございますのでご興味のある方は是非ご参加ください。

テ ー　マ 対　　象 日　　程

キャッシュレス決済とIOT技術活用
小売店 令和３年11月10日（水）

19：00～20：30

飲食店 11月24日（水）
14：00～15：30

※申込方法などの詳細が決まり次第、文京区ホームページや区報等でお知らせいたします。
【お問合せ先】文京区経済課 産業振興係　☎（5803）1173　FAX（5803）1936

　区では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて離職された方と人材確保を希望する区内中小企業のマッチングを支援
する「緊急就労支援事業」を実施しています。
　このプログラムでは紹介予定派遣の仕組みを活用し、企業様の人材獲得を支援いたします。
　派遣期間中の人件費などのコストは一切かかりませんので、この機会に求人を出してみませんか？
※ 本事業では、事業に参加する求職者の意向（希望業種、職種等）と企業様からいただく求人内容の双方をふまえてマッチング支援を行いま
す。そのため、求職者のご紹介に至らない場合もございますのでご了承ください。

事 業 内 容  ⑴求職者向けに、ビジネスマナーやコミュニケーションスキル等の再確認、企業研究等に関する研修を行います。
⑵求職者は、区内中小企業へ派遣後、１か月程度の就労体験に従事します。
派遣期間の終了後に、派遣先企業での正規雇用化を目指します。
※派遣期間中の求職者に係る人件費は、区が全額負担します。

企業様のメリット

本事業の運営は、本区から委託を受けた㈱綜合キャリアオプションが実施いたします。

ポイント①
採用のミスマッチ軽減

　貴社のニーズに合わせた求職者を
マッチングします。求職者を選定後、
派遣し、就労体験を通じて適正を見
極めた上で雇用できる仕組みです。

ポイント②
採用コスト軽減

　本事業は、マッチングや紹介予定
派遣に係る費用（給与、交通費、紹
介料等）について貴社のご負担はご
ざいません。

ポイント③
研修コスト軽減

　ご紹介する人材は事前研修でビジ
ネスマナーやビジネス文書等の研修
プログラムを受講していますので、
採用時の負担が軽減できます。

【お問い合せ先】経済課創業・就労支援担当　TEL：03-5803-1173

【新型コロナウイルス感染症対策 緊急就労支援事業】

区内中小企業様からの求人を募集しています！
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文京区勤労福祉会館のご案内

　勤労者の方々の文化教養・福祉の
向上・体育活動等に広くご利用いた
だけます。
　どなたでもお気軽にご利用くださ
い。

開 館 時 間 午前９時～午後９時30分（窓口受付時間：午後８時まで）
休 館 日 年末年始（12/29～１/３）
館内整備日 毎月第３月曜日（ただし国民の祝日に当たるときは翌日）
利用できる方 どなたでも（営利を目的としないこと）

利 用 方 法
１．使用申請受付開始日
（１）抽選申込み

（１か月まとめて抽選予約を行います）
使用する日の３月前の20日～末日

※ 区民会議室については、区内の町会、自治
会、商店会、振興組合、高齢者クラブ又は
その連合会のみ抽選にお申込みいただけま
す。

（２） 空き室申込み
（抽選後、空き室の予約を開始します）
使用する日の２月前の８日以降

※ 区民会議室については、区内の町会、自治
会、商店会、振興組合、高齢者クラブ又は
その連合会の場合は２月前の１日以降

２．使用申請受付時間
（１）インターネット予約・抽選申込み

 午前９時～午後11時（年末年始を除く）
ただし、施設の空き状況の確認は24時間可能

（２）窓口予約・抽選申込み
午前９時～午後８時（年末年始を除く）

３．使用申請方法
（１）インターネット
  「『文

ふみ

の京
みやこ

』施設予約ねっと」（https://www.yoyaku.
city.bunkyo.lg.jp/）からお申込みください。
※ 空き状況の確認はどなたでもご覧いただけますが、
ご予約には事前の利用登録が必要です。

（２）窓口
 使用申請書に利用料金を添えてお申込みください。

団体利用

室名 面積 定員

利用料
午前 午後 夜間

午前９時～
午後０時30分

午後１時～
午後５時

午後５時30分～
午後９時30分

１階

区民会議室 92㎡ 60人 3,200円 3,700円 3,700円
１階洋室 34㎡ 24人 1,000円 1,100円 1,100円
第１創作室 52㎡ 20人 1,600円 1,800円 1,800円
第２創作室 43㎡ 20人 1,300円 1,500円 1,500円

３階

第２洋室 61㎡ 24人（30人） 1,800円 2,100円 2,100円
第３洋室 61㎡ 24人（30人） 1,700円 1,900円 1,900円
第１和室 12畳 20人 800円 1,100円 1,100円
第２和室 10畳 15人 800円 1,000円 1,000円
第３和室 ８畳 15人 800円 900円 900円

※ 第１創作室・第２創作室及び第２和室・第３和室は、それぞれ部屋をつなげて一室としても利用可。
※第２洋室、第３洋室の（ ）内の定員は、テーブルを利用しない場合。
※ 区民会議室及び各和室は、駒込地域活動センターの事業を行う地域内に居住する方、区内の町
会・自治会・商店会・振興組合、高齢者クラブまたはその連合会が会議等に使用するときは、利
用料金が５割減額。

２階 体育館 487㎡
午前９時～
午後０時

午後０時30分～
午後４時30分

午後５時30分～
午後９時30分

7,100円 8,800円 9,500円

お問い合わせ先  文京区勤労福祉会館　 文京区本駒込四丁目35番15号　☎03-3823-6711https://www.city.bunkyo.lg.jp/shisetsu/kumin/shukai/kinpuku.html

交
通
機
関

 〈JR線〉 駒込駅（東口）下車 徒歩９分／田端駅（北口）下車 徒歩10分
〈東京メトロ〉 南北線：駒込駅（１番口）下車 徒歩11分
〈都バス〉 〔上58〕早稲田→上野松坂屋前（『本駒込五丁目』下車徒歩２分）

〔上58〕上野松坂屋前→早稲田（『本駒込四丁目』下車バス停前）
〔東43〕東京駅丸の内北口←→荒川土手操車所前（『動坂下』下車 徒歩５分）

※当館には駐車場がありませんので、車での来館はご遠慮ください。

利用料金の案内（令和３年度現在）

※予約状況は以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

個人利用

①体育館
利 用 日

●木・金曜日
午後０時30分～午後４時30分
●土・日・祝
午後５時～午後９時

種 目
バドミントン・卓球

利用料金
１人１時間　240円

②囲碁・将棋コーナー
利 用 日

火・木・土・日曜日
時 間

午後１時～午後９時
場 所

１階洋室
利用料金

１人１日100円 

新型コロナウイルス感染症の影響により、定員や利用方法等が制限されている場合があります。最新の情報
は、下記ホームページをご覧いただくか、施設までお問い合わせください。



 製造業の業況は悪化幅が非常大きく縮小しています。小売業の業況は悪化幅が大きく縮

小し、サービス業の業況は横這いで前期同様の厳しさが続いています。卸売業の業況は好

調に転じ、不動産業の業況は非常に大きく改善しています。 
 

 

前期 -59.2
製造業の業況は悪化幅が非常に大きく縮小しています。DI 値は、文京

区では 26.2ポイント増の-33.0、全都では 12 ポイント増の-38 です。

文京区の各項目をみると、売上額は 24.5 ポイント増の-33.4 と非常に

大きく改善しています。受注残は 19.9 ポイント増の-34.9 と大幅に持

ち直し、収益も 13.9 ポイント増の-38.5 と大きく改善しています。来

期の業況は横這いで今期同様の厳しさが続くと予測されます。売上額は

横這いで今期並の減少が続き、受注残・収益ともに若干持ち直す見込みで

す。今後もコロナ禍の影響は継続すると予想されます。 

今期 -33.0

来期 -34.8

 
 

前期 -53.7
小売業の業況は悪化幅が大きく縮小しています。DI 値は、文京区では

15.7 ポイント増の-38.0、全都では 8 ポイント増の-42 です。文京区

の各項目をみると、売上額は 13.5 ポイント増の-32.7 と大きく改善し

ています。収益も 15.8 ポイント増の-27.6 と大きく改善しています。

来期の業況は悪化幅がかなり拡大すると予測され、売上額は横這いで今

期並の減少が続き、収益は減少幅がやや拡大する見込みです。今後もコ

ロナ禍の影響は継続すると予想されます。

今期 -38.0

来期 -47.8

前期 -39.0
サービス業の業況は横這いで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-38.8、全都では 10 ポイント増の 

-36 です。文京区の各項目をみると、売上額は 5.7 ポイント増の-40.6

と改善しています。収益も 11.5ポイント増の-24.9と大きく改善して

います。来期の業況は悪化幅が拡大すると予測されますが、売上額は大

きく改善し、収益も改善する見込みです。今後もコロナ禍の影響は継続

すると予想されます。

今期 -38.8

来期 -45.4

前期 -2.7

今期 5.8 

来期 -14.5

前期 -16.7

今期 16.7 

来期 2.8 

有効回答事業所数 

製造業 64 

小売業 23 

サービス業 29 

卸売業 17 

不動産業 13 

文京区今期の特徴点 
令和３年４月～６月 

調査時期   ３年６月中旬 

調査方法  面接聴取 

【製造業】 

【小売業】 

【サービス業】 

【卸売業】 【不動産業】 

スポット君

景気予報

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

好調 普通 不調
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本調査結果の特徴 
①事業継続について及び貴社の業歴については、「事業継続について」は、「あまり危機を感じていない」が 41.6％で１位、「やや危機を感じている」が 38.3％で２

位、「貴社の業歴」は、「50 年以上 100 年未満」が 41.6％で１位、「30 年以上 50 年未満」が 32.5％で２位となっている。

②事業継続を困難化させる要因(リスク)については、「特にリスクは意識していない」が 29.1％で１位、「経営者の離脱」、「販売先の倒産」がともに 20.3％で２位と

なっている。

③災害に備えてどのような対策を取っているかについては、「特に対策は取っていない」が 34.4％で１位、「社内の連絡体制の整備」が 29.9％で２位、「技術や情報の

バックアップ」が 22.1％で３位となっている。

④ＢＣＰ作成実施のきっかけ及び現在の状況については、「BCP 作成実施のきっかけ」は、「業界団体からの薦め」が 3.3％で１位、「行政からの薦め」、「その他」が

ともに 2.6％で２位、「現在の状況」は、「当社には必要ない」が 28.9％で１位、「BCP についてよくわからない」が 25.0％で２位となっている。

⑤事業継続にあたり頼りにしている相談先については、「税理士・公認会計士」が 56.5％で１位、「金融機関」が 43.5％で２位、「特にない」が 20.1％で３位となって

いる。

（特別調査データ） 
【問１】貴社は、現下の状況を受けて、事業継続についてどう感じていますか。次の１～５の中からお答えください。また、貴社の業歴について、６～０の中からお答え

下さい。                                                      単位：％ 
項目 全体 製造業 卸売業 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業 建設業 不動産業 

事業継続 
１.強く危機を感じている 10.4 12.5 17.6 8.7 10.3 - - 
２.やや危機を感じている 38.3 40.6 29.4 34.8 44.8 75.0 7.7 
３.あまり危機を感じていない 41.6 39.1 35.3 47.8 34.5 25.0 76.9 
４.全く危機を感じていない 7.8 7.8 11.8 4.3 10.3 - 7.7 
５.むしろ好機と感じている 1.9 - 5.9 4.3 - - 7.7 
貴社の業歴 
６.10 年未満 4.5 - 5.9 8.7 10.3 12.5 - 
７.10 年以上 30 年未満 18.2 9.4 23.5 17.4 37.9 12.5 15.4 
８.30 年以上 50 年未満 32.5 34.4 5.9 47.8 27.6 37.5 38.5 
９.50 年以上 100 年未満 41.6 51.6 64.7 26.1 24.1 25.0 38.5 
０.100 年以上 3.2 4.7 - - - 12.5 7.7 

【問２】貴社では、事業継続を困難にさせる要因について、どのようなリスクを重視していますか。最も当てはまるものを、１～９の中から最大３つまで選んでお答えく

ださい。なお、特にないという方は０とお答えください。                          単位：％ 
項目 全体 製造業 卸売業 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業 建設業 不動産業 

１.事業所の使用不能 5.4 4.9 - - 13.8 14.3 - 
２.経営者の離脱 20.3 14.8 25.0 27.3 24.1 14.3 23.1 
３.仕入や調達の困難か 19.6 24.6 18.8 13.6 10.3 28.6 23.1 
４.社内の不正行為 2.7 3.3 - - 6.9 - - 
５.インフラ(電気・水道・通信等)の障害 6.1 8.2 - 4.5 6.9 - 7.7 
６.物流の停止 19.6 24.6 25.0 22.7 3.4 42.9 7.7 
７.従業員の参集不能 12.2 13.1 12.5 4.5 24.1 - - 
８.販売先の倒産 20.3 29.5 18.8 9.1 17.2 28.6 - 
９.社内設備やシステムの故障 10.8 16.4 - 4.5 13.8 - 7.7 
０.特にリスクは意識していない 29.1 24.6 37.5 31.8 24.1 28.6 46.2 

【問３】貴社では、災害に備え、どのような対策を取っていますか。最も当てはまるものを、１～９の中から最大３つまで選んでお答えください。なお、特にないという

方は０を選択下さい。                                           単位：％ 
項目 全体 製造業 卸売業 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業 建設業 不動産業 

１.建物や設備の耐震化 7.8 7.8 11.8 13.0 3.4 - 7.7 

２.技術や情報のバックアップ 22.1 21.9 17.6 13.0 37.9 37.5 - 

３.社内の連絡体制の整備 29.9 37.5 29.4 17.4 34.5 25.0 7.7 

４.損害保険への加入 20.8 15.6 23.5 17.4 24.1 37.5 30.8 

５.必要な資金の確保 16.2 14.1 29.4 17.4 17.2 - 15.4 

６.取引先との事前の協議 9.7 9.4 5.9 - 17.2 25.0 7.7 

７.原材料等の代替調達先確保 3.2 4.7 - 4.3 - 12.5 - 

８.自然災害を想定した訓練 4.5 3.1 5.9 - 6.9 12.5 7.7 

９.その他 1.3 1.6 - - 3.4 - - 

０.特に対策は取っていない 34.4 37.5 29.4 43.5 20.7 25.0 46.2 

【問４】感染症や災害などの緊急時における業務の早期回復のために、「事業継続計画(BCP)」の作成が有効とされています。貴社が事業継続計画(BCP)を作成(予定を含

みます)している場合は、そのきっかけについて下記の１～６の中から、また、作成していない場合は現在の状況について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 卸売業 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業 建設業 不動産業 

実施のきっかけ BCP を作成(予定)している 

１.行政からの薦め 2.6 3.2 5.9 - 3.4 - - 

２.業界団体からの薦め 3.3 4.8 - - - 12.5 7.7 

３.取引先からの要求 1.3 - - - 6.9 - - 

４.他社が災害・被害を受けた 0.7 1.6 - - - - - 

５.自社が災害・被害にあった 2.0 3.2 - - 3.4 - - 

６.その他 2.6 - 11.8 - 3.4 - 7.7 

現在の状況 BCP を作成していない 

７.日常業務が忙しく余裕がない 22.4 24.2 23.5 26.1 20.7 12.5 15.4 

８.作成のための人材がいない 11.2 9.7 11.8 8.7 13.8 12.5 15.4 
９.BCP についてよくわからない 25.0 27.4 17.6 34.8 20.7 37.5 7.7 
０.当社には必要ない 28.9 25.8 29.4 30.4 27.6 25.0 46.2 

【問５】貴社では、事業継続にあたって、常日頃から頼りにしている相談先はありますか。最も当てはまるものを、以下の１～９の中から最大３つまでお答え下さい。な

お、特にないという方は０を選択下さい。                                単位：％

項目 全体 製造業 卸売業 小売業 ｻｰﾋﾞｽ業 建設業 不動産業 
１.地方自治体 1.9 - 5.9 - 3.4 12.5 - 

２.商工会・商工会議所 7.8 7.8 5.9 4.3 10.3 25.0 - 

３.業界団体・同業他社 11.7 15.6 5.9 13.0 3.4 - 23.1 

４.取引先 10.4 15.6 11.8 4.3 10.3 - - 

５.警察署・消防署 - - - - - - - 

６.金融機関 43.5 50.0 23.5 47.8 48.3 50.0 15.4 

７.税理士・公認会計士 56.5 59.4 52.9 52.2 62.1 75.0 30.8 

８.弁護士 7.1 7.8 5.9 - 10.3 12.5 7.7 

９.診断士等コンサルタント 7.1 6.3 11.8 4.3 10.3 - 7.7 

０.特にない 20.1 15.6 23.5 21.7 13.8 25.0 46.2 

特別調査 「中小企業の事業継続について」 
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お買い物は文京区で！！ 文京区印刷物番号 C0221003
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【お問い合わせ】経済課 産業振興係　TEL：03-5803-1173　FAX：03-5803-1936

中小企業の企業力向上を支援します！

【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

中小企業支援員が区内企業を訪問しています！！

加
か

藤
とう

敏
とし

雄
お

　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。

高
たか

井
い

啓
ひろ

誠
もと

メーカーにて、営
業職を皮切りに、経
営計画、事業管理、
内部統制、子会社経
営等、企業経営に関
わる業務に携わって
きました。また事業
の売却と買収、統合
も経験しました。

西
にし

村
むら

泰
たい

一
いち

　生産財メーカー
で、国内外の営業と
企画・管理業務等を
幅広く担当しました。
また、アジア圏での
勤務経験（子会社設
立、立ち上げ、運営、
清算等）があり、事
業の海外展開へのア
ドバイスが可能です。

　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。

　区内中小企業の企業力向上を図るため、省エネや生産性向上につながる設備投資について補助を行います。補助
対象事業が高機能換気設備の設置に該当する場合または補助対象事業に係る先端設備等が高機能換気設備に該当す
る場合の補助率は５分の４になります。

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。

対 象 者 　  区内に主たる事業所（法人事業者は本店登記も）を有し、申請時において、区内で１年以上同一事業
を営んでいる中小企業者

対象事業 　温室効果ガス又は光熱水費の削減につながる空調設備、照明設備等の更新
補助内容 　  設備設置費用の３分の２かつ上限50万円（補助対象事業が高機能換気設備の設置に該当する場合は

補助対象経費の５分の４かつ上限50万円）
補助条件 　  東京都地球温暖化防止活動推進センター（クール・ネット東京）が実施する「省エネ診断」を受診し

ていること
募集期間 令和３年10月１日（金）より先着順

予算額に達し次第、受付を終了します。

持続可能性向上支援補助金（省エネ設備）

持続可能性向上支援補助金（生産性向上設備）
対 象 者 　  区内に主たる事業所（法人事業者は本店登記も）を有し、申請時において、区内で１年以上同一事業

を営んでいる中小企業者
対象事業 　生産性向上に資する機械、装置、器具、備品、ソフトウェア、建物、構築物等の設備の導入
補助内容 　  補助対象経費の３分の２かつ上限50万円（補助対象事業に係る先端設備等が高機能換気設備に該当

する場合は補助対象経費の５分の４かつ上限50万円）
補助条件 　  中小企業等経営強化法に基づいて「先端設備等導入計画」を作成し、文京区の認定を受けていること
募集期間 令和３年10月１日（金）より先着順

予算額に達し次第、受付を終了します。

～中小企業支援員をご紹介します～

●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　等主な活動内容




