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第144号　令和３年５月（季刊）

　区では、東京商工会議所と連携し、経営相談や創業相談、区内中小企業向けの融資のあっせん窓口を設けています。以
下の相談員がお話を聞かせていただきますので、お気軽にご相談ください。（なお、創業相談のみ事前予約制です。）

写真

名前 宮内　京子 鶴見　麻衣 小暮　美喜 木村　英幸 小犬丸　信哉

担当曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

得意な
相談

新規事業開発と
マーケティング
を得意にしてお
ります。皆様の
想いの実現や、
課題を解決する
為のお手伝いを
させていただき
ます。

化粧品会社での
経験から、美容
系企業と飲食店
の支援実績が多
いです。事業発
展 の お 役 に 立
てればと思いま
す。

小売業のマーケ
ティングを得意
としております。
創業をはじめとし
て、皆さまの思い
描くビジネスを
実現するための
お手伝いをいた
します。

メーカで製品開
発，設計，製造
に携わっており
ました。その経
験を活かし，皆
様の業務品質向
上や業務効率改
善のお手伝いを
致します。

創業や新事業展
開などに力を入
れています。事
業計画策定、補
助金活用、人材
確保など、困っ
たらお気軽にご
相談ください。

　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2021
年度版を作成しました。
　本書の送付をご希望の方は、文京
区経済課までお問い合せください。

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）
受付時間 　 平日午前９時30分から 

午後４時30分まで

対　　象 　区内事業者
費　　用 　無料
問い合わせ先 　 東京商工会議所文京支部 

☎03-5842-6731

区内中小企業向けサポートブックを作成しました

・経営に関する相談
・各種補助金
・創業支援
・人材確保・育成支援
・企業間交流
・知的財産活用支援
 など

掲載内容
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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、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。

新型コロナウイルス対策特別融資
　文京区融資あっせん制度における〈新型コロナウイルス対策緊急資金〉、〈新型コロナウイルス対策事業多角化・業態転換資金〉の利息は、区が
全額利子補給しております。さらに、当該資金で融資を受けられた方に対して、信用保証協会へ支払われた信用保証料の一部を補助いたします。
新型コロナウイルス特別融資対象者

対象者

次のいずれかに該当するもの
①申込日を基準とした直前１か月間の売上高または営業利益が前年同期または令和元年同期に比べ減少していること。
② 区内で創業して１年未満の場合、申込日を基準とした直前１か月間の売上高または営業利益が直前１か月間を含む直前３か月
間の平均に比べ減少していること。

※「直前」とは、「前月」または「前々月」のことをいいます。

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

新型コロナウイルス
対策緊急資金 運転 1,000 

８年以内
元金据置期間
24か月を含む

1.7 1.7 0

「新型コロナウイルス対策緊急
資金認定申請書」が必要となり
ます。

新型コロナウイルス
対策事業多角化・
業態転換資金

運転
1,000

代表者区民の場合
1,200

６年以内
元金据置期間
６か月含む

「新型コロナウイルス対策事業
多角化・業態転換資金認定申請
書」及び「新型コロナウイルス
対策事業多角化・業態転換計画
書」が必要となります。設備

1,500
代表者区民の場合

1,800

７年以内
元金据置期間
６か月含む

● 信用保証料補助金：「新型コロナウイルス対策緊急資金」、「新型コロナウイルス対策事業多角化・業態転換資金」については、30万円を上限
に東京信用保証協会に支払った信用保証料を補助。
※ただし、１事業者１回のみの申請。
 融資あっせんメニュー

（特別融資）
【先端設備等導入支援資金】
　生産性向上特別措置法第４条第４項の規定により先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が、当該計画に定めた設備の導入に必要とするも
のが対象となります。

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

先端設備等導入
支援資金 設備 3,000 

８年以内
元金据置期間
12か月を含む

1.7 1.7 0 
生産性向上特別措置法第40条第
４項に基づく先端説設備等導入
計画の認定書が必要になります。

【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

経営環境変化
対策資金

運転
設備

1,500
代表者区民の場合

2,000

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。

※特別融資のメニューは上記以外にもございます。詳細については区ホームページ等をご確認ください。
（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 本人負担

一般運転資金 運転
1,500

代表者区民の場合
1,800

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。一般設備資金 設備

2,000
代表者区民の場合

2,400

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
代表者区民の場合

750

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

創業支援資金

運転
設備

1,500
代表者区民の場合

2,000

７年以内
元金据置期間
12か月を含む

1.5 1.5 

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 1.1 1.1 
３年超
５年以内 1.2 1.2 

５年超
７年以内 1.4 1.4 

※必要書類等の詳細につきましては、下記お問い合わせ先にご連絡いただくか、区ホームページでご確認ください。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/yuushi/seidoyushi/shorui.html

◆融資あっせん申込 ◆利子補給・信用保証料補助金に関するお問い合わせ

受付時間 月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）
午前９時30分～午後４時30分 受付時間 月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）

午前８時30分～午後５時15分

受付場所
東京商工会議所文京支部
文京区春日1-16-21　文京シビックセンター地下２階
☎03-5803-6731（直通）

受付場所
文京区経済課産業振興係（地下２階）
文京区春日1-16-21　文京シビックセンター地下２階
☎03-5803-1173（直通）
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文京区中小企業ダイバーシティ人材採用促進事業を実施します！
　区内中小企業の「ダイバーシティ経営※」の実践に向けた企業改革や多様な人材の確保・定着を支援するため、
人材の確保を希望する区内中小企業を対象に、セミナーや多様な求職者とのマッチング支援を実施します。
　求職者の方、人材確保をお考えの企業様のご参加をお待ちしております。
　※ダイバーシティ経営… 「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、

価値創造につなげる経営」のこと。

　　　　　　 令和３年４月～令和４年３月末まで　
　　　　　　 （企　業）人材の確保を希望する区内中小企業
　　　　　　 （求職者）①就職氷河期世代
　　　　　　　　　　　②女性（年齢制限なし）
　　　　　　　　　　　③日本女子大学及び明治大学のリカレント教育課程受講者
　　　　　　  本事業は、①人材確保・活用に関するセミナー、②就職氷河期世代の方及び女性（年齢制限なし）、日本

女子大学及び明治大学のリカレント教育課程受講者と区内中小企業とのマッチング、③希望する求職者を
対象としたインターンシップ又は職場見学の実施支援の３つのメニューを行います。

※区ホームページへの掲載や事業チラシを発行・配布しますので、あわせてご覧ください。

事 業 概 要

実 施 期 間
支援対象者

事 業 内 容

●申込・問合せ先　文京区中小企業ダイバーシティ人材採用促進事業運営事務局
　　　　　　　　　（委託先：パーソルテンプスタッフ株式会社　TEL：03-6327-1793）

　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の確保を希望する区内中小企業とのマッチ
ング支援等を行う「新型コロナウイルス感染症対策 緊急就労支援事業」を実施します。

「新型コロナウイルス感染症対策 緊急就労支援事業」を実施します！

本事業は区報や区ホームページ等でお知らせする予定です。
また、別途、事業チラシを発行・配布しますので、あわせてご覧ください。
人材確保をお考えの企業様のご参加をお待ちしております。
※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。

実 施 期 間  令和３年４月から令和４年３月末まで
支 援 対 象  （求職者） 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて離職された区民及び区内中小企業への就

職希望者
 （企　業）人材の確保を希望する区内中小企業
事 業 内 容   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

研修を行った後、区内中小企業とのマッチング支援を行います。
  求職者は、マッチングが成立した企業で、１か月程度の就労体験に従事し、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。

事 業 概 要 （ 予 定 ）

【お問い合わせ】経済課創業・就労支援担当　TEL：03-5803-1173
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　不忍通りふれあい館で「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントを毎月２日間、開催します。イベントでは、２業種の
伝統工芸者による作品展示や、制作過程の実演がご覧いただけるほか、制作体験ができます。ぜひ、ご来館ください。

　　　　　不忍通りふれあい館１階（根津２-20-７）
　　　　　東京メトロ千代田線「根津」駅より徒歩２分または「千駄木駅」より徒歩10分
　　　　　午前10時～正午、午後１時～４時※

会　　場

開催時間

【令和３年７月、８月イベントスケジュール】
開催日 伝統工芸者（敬称略）・品目 制作体験内容・参加費

7/17（土）、18（日） ①高橋由貴子（木版画）②佐々木正子（彫刻アクセサリー）
①多色刷りで作るうちわ　2,000円
②模様鏨のアクセサリー　2,000円

8/14（土）、15（日） ①木島壽子（手描友禅染）②加藤鞆美（江戸甲冑）
①ハンカチ友禅　1,000円
②小札縅　1,500円

※制作体験の内容及び時間帯は決まり次第、区ホームページにてご案内します。
※開催日程は変更になることがあります。
※９月、10月分は不忍通りふれあい館工事に伴い中止。

「来て見て体験」
文京の伝統工芸イベントを開催します！

　文京区内の企業に就職を希望する方を対象とした就職面接会を開催します。令和３年度は以下の日程で開催する予定
です。人材の確保を希望する区内中小企業様のご参加をお待ちしております。

【お問合わせ】 ハローワーク飯田橋　事業所第二部門　TEL：3812-8609　（部門コード32#）

就職面接会を開催します！

日
　
　
時

【ミニ就職面接会】
①令和３年６月17日（木）　②令和３年７月15日（木）
③令和３年９月16日（木）　④令和３年10月19日（火）
⑤令和３年12月６日（月）　⑥令和４年２月22日（火）
⑦令和４年３月17日（木）
※すべて午後１時30分～午後４時30分
※ 企業様のご参加は各回１～２社となります。
※④⑤⑥は託児サービス付きとなります。
【文の京若年者向け就職面接会】
※ 令和４年１月末頃実施予定（決定次第、お知らせいた
します。）
※ 企業様のご参加は通常15社程度ですが、新型コロナ
ウイルス感染症の状況を考慮し、変更する場合がござ
います。

会
　
　
場

【ミニ就職面接会】
①④⑤⑥⑦… 文京シビックセンター地下２階　産業と

くらしプラザ内研修室
②③………… 文京区民センター２階　会議室
【文の京若年者向け就職面接会】
※決定次第、お知らせいたします。

費
用 無　料

備
　
　
考

　

 会場では換気・参加者同士の間隔を空ける・アルコー
ル消毒液の設置などの措置をとります。参加の際はマ
スクを着用し、手指の消毒や手洗いなどの予防策をとっ
てください。発熱・風邪症状のある方、体調不良の方、
37.5℃以上の方は参加できかねます（当日は会場入口
で検温を行います）。

【お問合わせ】 文京区福祉部国保年金課国保給付係　電話 03-5803-1193

　新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができな
かった期間について、傷病手当金を支給します。申請には事業主の証明が必要となりますので、事業主の方はご協力をお願
いします。

詳細は、下記、区ホームページをご参照ください。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/kokuho/kyuufu/shoubyouteate.html

１　 文京区国民健康保険被保険者かつ給与等の支払いを受
けている被用者

２　 新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の
症状があり当該感染症の感染が疑われ、療養のため労
務に服することができなかった

 ３　 上記２の療養のため、労務に服することができなかっ
た期間が３日間連続し、４日目が令和２年１月１日か
ら令和３年６月30日までの間に属している

対 象 者  次の４つの要件をすべて満たす方
４　 上記２により労務に服することができなかっ

た期間に、労務に就くことを予定しており、
労務に服することができなかったことによ
り、給与等の全部又は一部を受けることがで
きなかった（※）

　　※ 給与の全部又は一部を受けることができる場合
は、支給額が調整されたり、支給されない場合
があります。

新型コロナウイルス感染症に係る
文京区国民健康保険傷病手当金について
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～経営のお悩みご相談ください～　東京商工会議所事業のご案内
　東京商工会議所文京支部では、区内事業者の皆さまを対象に「資金繰り」や「税務・法務」等の経営上の課題解決のお手伝いをして
おります。文京区融資あっせん制度に基づくご相談や、助成金に関するご相談も可能です。ぜひ、貴社の経営にお役立てください。

商工会議所の推薦にもとづき、無担保・無保証人（保証協会の保証も不要）で融資を受けることができる日本政策金融公庫の融資制度です。
マル経融資（小規模事業者経営改善資金）のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた拡充措置

融資限度額 2000万円

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
（固定金利）

1.21％（2021年４月１日現在）
※金融情勢により変動の可能性あり
※ 一定の要件を満たす設備資金については上
記利率より当初２年間0.5％引下げとなり
ます

●小規模事業者（下記参照）であること
● 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
組んでいる事業者

● 最近１年以上、同一商工会議所の地区内で事業を行っている事
業者

　※ 創業予定や、創業後１年未満の場合は、融資対象とはなりま
せん

● 税金（所得税・法人税・事業税・住民税など）を完納している
事業者

● 商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでい
る事業者

融資対象（主な項目）

＜ご注意事項＞
※審査の結果、ご要望にお応えできない
場合がございます。予めご了承ください。
※融資限度額・返済期間の取扱等本広告
の内容につきましては、変更の可能性が
ございます。

1000万円※上記と別枠融資限度額

融資利率

0.31％（2021年４月１日現在）
※上記通常利率より当初３年間0.9%引下げ
※ 特別利子補給制度により、売上高が急減し
た事業者については当初３年間は実質無利
子となります

融
資
対
象

上記「融資対象」要件に加えて
● 最近１か月等の売上高または過去６か月（最近１か月を含む）
の平均売上高が前３年のいずれかの年の同期と比較して５％以
上減少またはこれと同様の状況にある小規模事業者。
※ 新型コロナウイルス感染症特別貸付等と重複して金利引下げの
融資利率限度額に制限あり

小規模事業者：従業員20名以下の法人や個人事業主の方。但し、商
業・サービス業は５人以下（宿泊業・娯楽業は20名以下）※アルバイ
ト・役員等を除いた人数

ご連絡先：東京商工会議所 文京支部
TEL：03-3811-2683
受付時間：平日10時30分～17時
※コロナウイルス感染症の影響により受付時間を変更する場合があります。

―全国全ての事業所および企業を対象に実施します―

　総務省と経済産業省は、６月１日を期日として、令和３年経済センサス－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。調査へのご理解とご回答をよろしくお願いいたします。
　調査票に記入された内容は、統計表の作成のみに使用され、利用目的以外に使用することはありませんので、安心し
てご提出ください。また、調査結果は、商店街等の活性化のための施策や、民間企業における経営計画策定の基礎資料
などに利用されます。
　　　　　① 事業所・企業の経済活動を全国的および地域

的に明らかにすること
　　　　　②各種統計調査の母集団情報の整備を図ること
　　　　　全国すべての事業所および企業
　　　　　 名称、所在地、経営組織等基本的な事項のほか、

産業別の特性事項など
　　　　　《調査員による調査》
　　　　　 　調査員が直接訪問、５月下旬から調査票を配

付、６月１日（火）から回収に伺います。また、イ
ンターネットでの回答も可能です。安全で便利
なインターネットによる回答をぜひご利用くだ
さい。

　　　　　《直轄調査》
　　　　　 　国から、企業の本社等に調査書類を直接郵送

します。回答方法は、
郵送又はインター
ネットでご回答いた
だけます。

　　　　　
●調査全般についての問合せ
　令和３年経済センサス－活動調査 コールセンター
　設置期間：５月６日（木）より開設（土・日・祝日含む）
　受付期間：午前９時～午後８時
　TEL：0120-430-103（通話料は無料）
　　　　 03-6630-7641（IP電話等フリーダイヤルに

接続できない場合。通話料がかかります）
● 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）
　　TEL：03-5803-1172
　　受付期間：５月12日（水）から６月19日（土）
　　平日 午前９時～午後７時、土曜 午前９時～午後５時
　　※５月15日（土）除く
　・上記以外の期間
　　平日のみ　午前９時～午後５時

目　的

対　象
項　目

方　法

問合せ
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　製造業の業況は悪化幅が大きく拡大しています。小売業の業況も悪化幅が大きく拡大し、サービス
業の業況は悪化幅が縮小しています。卸売業の業況は悪化幅が非常に大きく縮小し、不動産業の業況
も悪化幅が縮小しています。

文京区今期の特徴点
令和３年１月～３月
調査時期　３年３月中旬
調査方法　面接聴取

【製造業】
前期 －39.9

　製造業の業況は悪化幅が大きく拡大しています。DI値は、文京区では
19.3ポイント減の－59.2、全都では変化なく－50です。文京区の各項目を
みると、売上額は8.3ポイント減の－57.9と減少幅が拡大しています。受注
残は10.5ポイント減の－54.8と減少幅がかなり拡大し、収益も12.2ポイ
ント減の－52.4と減少幅がかなり拡大しています。来期の業況は悪化幅が
縮小すると予測されます。売上額は大幅に改善し、受注残・収益ともに大き
く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 －59.2

来期 －53.3

【サービス業】
前期 －44.5

　サービス業の業況は悪化幅が縮小しています。DI値は、文京区では5.5ポイ
ント増の－39.0、全都では変化なく－46です。文京区の各項目をみると、売
上額は8.5ポイント減の－46.3と減少幅が拡大しています。収益も10.9ポイ
ント減の－36.4と減少幅がかなり拡大しています。来期の業況は悪化幅がか
なり拡大すると予測されます。売上額は減少幅が拡大し、収益は横這いで今
期並の減少が続く見込みです。今後もコロナ禍の影響は継続すると予想され
ます。

今期 －39.0

来期 －48.2

【卸売業】 【不動産業】
前期 －25.6

今期 －2.7

来期 －15.6

前期 －22.8

今期 －16.7

来期 －29.7

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　　　60
小売業　　　26
サ－ビス業　25
卸売業　　　11
不動産業　　13

前期 －39.5
　小売業の業況は悪化幅が大きく拡大しています。DI値は、文京区では
14.2ポイント減の－53.7、全都では2ポイント減の－50です。文京区の
各項目をみると、売上額は2.3ポイント減の－46.2と減少幅がわずかに拡
大しています。収益は9.3ポイント減の－43.4と減少幅がかなり拡大して
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ますが、売上額は
わずかに改善し、収益も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 －53.7

来期 －63.6

【小売業】
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特別調査「新型コロナ感染拡大長期化の影響と新常態（ニューノーマル）への対応について」
本調査結果の特徴
① 今期（１～３月）の売上変化幅（例年比）については、「10％以上30％未満の減少」が40.8％で１位、「ほぼ変化なし（10％未満の増減）」が25.4％で
２位、「30％以上50％未満の減少」が16.9％で３位となっている。

② 新常態に伴う事業継続上の不安、心配、懸念については、「既存事業の需要減少」が33.1％で１位、「先行き不透明による計画策定困難化」が32.4％で２
位、「取引先の経営不安定化」が23.2％で３位となっている。

③ 新常態に向けたIT人材の状況及び活用効果については、「IT人材の状況」は、「IT人材の必要性を感じていない」が51.1％で１位、「足りていない（内部育
成で対応）」が21.3％で２位、「IT人材の活用効果」は、「IT活用には取り組んでいない」が60.3％で１位、「効率化による経費節減」が22.7％で２位と
なっている。

④ 設備投資の意向及びスケジュールへの影響については、「設備投資の意向」は、「設備投資の意向はない」が70.7％で１位、「老朽化設備等の更新」が
10.0％で２位、「スケジュールへの影響」は、「当初から予定はなく、設備投資はしない」が74.3％で１位、「当初予定通り実施」が12.9％で２位となっ
ている。

⑤ 今後の事業展開の実施・検討については、「本業の国内取引先深耕（生産・販売・調達等）」が40.7％で１位、「特にない」が35.7％で２位、「本業での
新商品・サービスの展開」が25.7％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】 貴社における今期（１～３月）の売上は、新型コロナウイルスの影響がなかった例年の１～３月と比較して、どの程度変化しましたか。 

次の１～８の中からお答えください。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．90％以上の減少 1.4 － 9.1 － 4.0 － －
２．70％以上90％未満の減少 3.5 5.0 － 3.8 － － 7.7
３．50％以上70％未満の減少 6.3 5.0 － 3.8 8.0 14.3 15.4
４．30％以上50％未満の減少 16.9 20.0 － 34.6 8.0 14.3 －
５．10％以上30％未満の減少 40.8 48.3 36.4 30.8 44.0 14.3 38.5
６．ほぼ変化なし（10％未満の増減） 25.4 15.0 36.4 26.9 32.0 57.1 30.8
７．10％以上30％未満の増加 5.6 6.7 18.2 － 4.0 － 7.7
８．30％以上の増加 － － － － － － －
【問２】 経済社会全体が新常態（ニューノーマル）へ移行していくなかで、貴社では、事業継続上の不安、心配、懸念はありますか。 

１～９の中から最大３つまで選んでお答えください。なお、不安、心配、懸念のない方は０とお答えください。 単位：％
項　目 全　体 製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業

１．先行き不透明による計画策定困難化 32.4 33.3 45.5 26.9 28.0 14.3 46.2
２．既存事業の需要減少 33.1 51.7 18.2 26.9 20.0 14.3 7.7
３．取引先の経営不安定化 23.2 33.3 － 19.2 16.0 14.3 23.1
４．デジタル化、オンライン化への対応の遅れ 14.8 18.3 9.1 3.8 12.0 57.1 7.7
５．雇用の確保、維持、継続 18.3 15.0 9.1 11.5 24.0 42.9 30.8
６．感染拡大防止対策の負荷増大 19.7 18.3 － 11.5 36.0 14.3 30.8
７．事業構造転換の必要性増大 7.7 6.7 － 11.5 4.0 14.3 15.4
８．事業承継問題への悪影響 5.6 6.7 9.1 3.8 8.0 － －
９．その他 0.7 1.7 － － － － －
０．不安、心配、懸念はない 13.4 6.7 36.4 19.2 12.0 14.3 15.4
【問３】 新常態（ニューノーマル）へ向けて、IT人材の重要性が高まる状況にありますが、貴社のIT人材はどのような状況ですか。また、貴社でのIT活用はどの

ような効果を挙げていますか。最もあてはまるものを、それぞれ１～５、６～０の中から１つず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 サービス業 建設業 不動産業

IT人材の状況
１．足りている 14.9 13.6 36.4 11.5 12.0 14.3 15.4
２．足りていない（内部育成で対応） 21.3 20.3 － 11.5 32.0 57.1 23.1
３．足りていない（外部人材採用で対応） 3.5 3.4 － － 8.0 － 7.7
４．足りていない（外部業者に委託で対応） 9.2 13.6 9.1 7.7 4.0 － 7.7
５．IT人材の必要性を感じていない 51.1 49.2 54.5 69.2 44.0 28.6 46.2
IT活用の効果
６．売上の上昇 3.5 3.4 － － 12.0 － －
７．効率化による経費節減 22.7 30.5 36.4 7.7 8.0 57.1 15.4
８．顧客利便性の向上 7.8 3.4 9.1 7.7 16.0 － 15.4
９．IT活用に取り組んだが効果が出ていない 5.7 3.4 － 7.7 12.0 － 7.7
０．IT活用には取り組んでいない 60.3 59.3 54.5 76.9 52.0 42.9 61.5
【問４】 貴社では、新常態（ニューノーマル）へ向けて、どのような設備投資の意向がありますか。また、足下のコロナ禍は設備投資のスケジュールに影響を及

ぼしていますか。最もあてはまるものを、それぞれ１～５、６～０の中から１つず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 サービス業 建設業 不動産業

設備投資の意向
１．新製品・新サービス進出対応 4.3 3.4 － 7.7 4.0 14.3 －
２．老朽化設備等の更新 10.0 11.9 － 7.7 16.0 14.3 －
３．生産・販売能力増強 5.7 6.8 － 7.7 4.0 － 8.3
４．合理化・省力化・IT化 8.6 8.5 18.2 3.8 8.0 － 16.7
５．設備投資の意向はない 70.7 69.5 81.8 69.2 68.0 71.4 75.0
スケジュールへの影響
６．当初予定通り実施 12.9 15.3 9.1 7.7 12.0 14.3 16.7
７．計画を後ろ倒しして実施 7.9 6.8 － 11.5 12.0 14.3 －
８．当初予定はなかったが補助金等の活用により実施 4.3 6.8 － 3.8 4.0 － －
９．予定はあったが、中止・凍結した 0.7 1.7 － － － － －
０．当初から予定はなく、設備投資はしない 74.3 69.5 90.9 76.9 72.0 71.4 83.3
【問５】 貴社では、今後どのような事業展開を実施・検討することが想定されますか。該当するものを以下の１～９より最大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 サービス業 建設業 不動産業

１．本業の国内取引先深耕（生産・販売・調達等） 40.7 46.6 36.4 34.6 32.0 57.1 38.5
２．本業での新商品・サービスの展開 25.7 27.6 36.4 34.6 20.0 14.3 7.7
３．本業の海外展開（生産・販売・調達等） 2.1 5.2 － － － － －
４．副業（既存の別事業）の拡大 5.0 5.2 9.1 11.5 － － －
５．新規事業への参入（多角化） 5.0 5.2 － 3.8 8.0 14.3 －
６．本業の縮小 5.0 6.9 － 3.8 4.0 － 7.7
７．副業（既存の別事業）の縮小 0.7 1.7 － － － － －
８．業種転換 0.7 － － － － － 7.7
９．Ｍ＆Ａの活用等 2.9 1.7 － － 8.0 14.3 －
０．特にない 35.7 31.0 36.4 38.5 40.0 28.6 46.2
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お買い物は文京区で！！ 文京区印刷物番号 C0221003

福利厚生の充実で企業イメージアップ！
　文京区勤労者共済会は、区内の小規模事業所で働く勤労者のみなさんの福利厚生を応援する非営利の団体です。

　詳しくは、文京区勤労者共済会ホームぺージ（http:www.bunkin.jp）でご確認ください。

　★ホームページからの各種チケット類の購入ができます。（※一部を除く）
　★窓口・ホームページでキャシュレス決済（d払い・LINEペイ等）ができます。（※会費・金券類を除く）
　★ホームぺージからのオンラインで各種給付金・補助金申請等ができます。（※5/10～スタート）

加入できる方 　区内の300人以下の事業所で働く従業員と事業主（※原則として事業所全員で加入）
入 会 金 　１人　200円　　　 会 費 　１人１ヶ月あたり500円（年間6,000円）

「文京区勤労者共済会」がお手伝いします！

主なサービス内容　（※サービスの一部を抜粋）

余
暇
を
楽
し
む
生
活
を
充
実
・
健
康
を
保
つ

項　　目 主な事業 特　　典
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2,500円（6,000円相当）

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39か所、レジャー施設約38か所、
プール施設等お得な割引料金で利用できます。

東京ディズニーランド
東京ディズニーシー

コーポレートプログラム利用券
1,000円（※１会員年度内２枚）補助

はとバスツアー 2,000円（１会員年度内２枚）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NEXT 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 4,600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

レストラン 東京ドームホテル・椿山荘・有名ホテルなど特別価格

プロ野球チケット 東京ドーム（巨人戦・日ハム戦等を特別会員料金で斡旋）

温泉・薬湯

スパ ラクーア 1,900円（2,900円）

浅草ROXまつり湯 1,600円（2,750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　1枚1,300円

人間ドッグ 都内指定病院・クリニック 会員と同居家族、一般料金より格安に受診できます。

ツアー 会員対象の魅力ある日帰りバスツアー・国内宿泊ツアー等を会員特別料金で提供します。

補助金
旅行宿泊補助（家族登録者を含む） 6,000円以上の宿泊1泊につき2,000円の補助

（年間上限4,000円）

健康診断補助（会員のみ） 2,000円の補助（年1回）

共済会指定店 約30店 ５％～50％割引

特産品特別斡旋 地方の特産品・名産品の特別斡旋 季節の果物や地方の特産品・名産品を会員特別価格で斡旋
※上記は、2021年５月現在の会員料金 （一般料金）　です。ただし、一部のチケットには、枚数及び利用回数制限があります。

　　　　　  ★ 結婚・出産・就学・銀婚など祝金（10,000～20,000円） 
  ★入院見舞金（5,000円～20,000円）

　　　　　  ★死亡弔慰金（10,000～100,000円）など　　　　※給付基準あり
給付事業

文京区勤労者共済会

【お問い合わせ】 一般社団法人 文京区勤労者共済会
 〒112-0003　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　メール：info@bunkin.jp


