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●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 令和４年８月15日～10月15日の期間中に、消費者向けに商
品割引等のサービス（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 新型コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置又はま
ん延防止等重点措置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
●補助対象経費
① 令和４年８月15日（月）～10月15日（土）の期間中に発生し
た消費者の方向けに実施する消費者還元サービス（商品割引・
サービス品の提供等）の還元金額相当にあたる費用
② 令和４年４月１日（金）～10月15日（土）の期間中に購入し
た価格が高騰している原材料費等購入経費（①の消費者還元
サービスを実施した場合に限る。※原材料費のみの申請はでき
ません。）
●補助金額
①  ｢割引」「おまけ」などの消費者還元サービスに係る経費
　：上限15万円
②  価格が高騰している原材料費等購入経費の10分の１の額
　：上限10万円
　上記①②合計で上限25万円まで補助（※１店舗につき１回のみ）

　コロナ禍に加え、原油価格や原材料費の高騰等の経済変動の影響を受けている区内店舗を支援するため、消費者向けに「値引き・お
まけ」などの消費者還元サービスに取り組む店舗に対し、サービスに係る費用や高騰している原材料等の購入経費を補助します。
　現在、本補助金を活用し消費者還元サービスを実施する店舗を募集しています。

　コロナ禍に加え、原油価格や原材料費の高騰等の経済変動の影響を受けている区内中小企業を支援するため、事業再興に向けた事業
計画の策定や各種補助金の申請等にあたって、専門家を活用した支援を受けた際の費用についての補助を行います。

｢文京ソコヂカラ がんばるお店応援キャンペーン第２弾」

現下の経済変動に対応するための経営相談支援補助金を実施します

参加店舗
募集中

●募集期間
　令和４年９月30日（金）まで（当日消印有効）
※ 申請書類を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。

※ 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。
●申請方法
　区ホームページから申請書類をダウンロード
し、郵送でご提出ください。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/
syoutengai/sokodikara/omiseouen2.html
　事業の詳細は、上記区ホームページをご確認ください。
●申請書提出先  〒112-8555　文京区春日１-16-21
  文京区経済課
 がんばるお店応援キャンペーン　担当
● お問い合わせ   がんばるお店応援キャンペーンコールセンター
 090-4116-8110（平日10時～17時）

●補助対象者
　中小企業基本法に定める中小企業者（個人事業者又は法人事業
者）であり、区内に事業所を有していること
※ 中小企業と同規模の特定非営利活動法人及び一般社団法人・財
団法人等を含みます。
●補助金額
　補助限度額10万円
※１事業者につき１回のみ
●補助対象経費
①事業再興に向けた事業計画、販促計画等を策定するための相談料
② 各種補助金・給付金等の申請にあたって、専門家の支援を受け
た際の費用（文京区が実施している補助金は除く）
③事業再興のための経営相談に係る費用
※ 文京区内に所在する事業所等において発生したものに限ります。
※顧問契約に基づく相談は除きます。

●申請期間
　令和４年８月１日（月）から１2月28日（水）まで
※郵送により申請書類を提出してください。
※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類をダウンロードし、郵送でご提出
ください。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/
keizaihendou/keieisoudanshien.html

●申請書提出先・問い合わせ
　〒112-8555　文京区春日1-16-21
　　文京シビックセンター地下２階
　　文京区経済課　経営相談支援補助金　担当
　　☎03-5803-1173／FAX 03-5803-1936
　　月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）8:30～17:15
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スペインワイン＆カルチャショップ
Everyone’s Castle.
陽気なスペイン人女性がオーナー。
情熱のスペインワインや食材、スペイン語教室。
子供たちも集まる駄菓子。ぜひ遊びに来て下さい。

　弊社では文京区を中心に賃貸・売買・収益物件等の情報を
幅広く取り扱っています。誠実・実直・信頼性を最重要と考
えお客様が安心してかつ満足いただけるお取引をモットーに
「すべてはお客さまのために」との企業理念のもと、誰より
も信頼される不動産のパートナーとして邁進してまいりま
す。お気軽にお問い合わせください。

　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。

エブリワンズ キャッスル 小石川

文京澁谷不動産 株式会社

住　　所 文京区小石川２-４-16　セントハイム小石川１階
電話番号 03-5844-6449
営業時間 10：30～ 20：30
定 休 日 なし
ホームページ https://everyonescastle.com

住　　所 文京区本郷３-39-３　木村ビル２階
電話番号 03-3830-0540
営業時間 10：00～ 18：30
定 休 日 火曜日・水曜日
ホームページ https://www.bshibuya.co.jp

　2022年６月に不忍通り沿いにオープンした、がっつり
系ラーメンのお店です。ラーメン以外にもつけ麺、油そばが
あり、トッピングも充実しています。
　半分や少なめなど麺量を減らすこともできますので、どな
たでもお気軽にお越し下さい。

　スペシャルティコーヒー豆を使用したカフェラテやドリップ
コーヒーを提供するコーヒーショップ。
　ホットドッグや季節の素材を使用したサンドイッチ。そし
て、様々なところから不定期に仕入れる焼き菓子も販売しま
す。

麺屋HERO

Stroll

住　　所 文京区本駒込５-41-５　松岡ビル１階

営業時間 平日11：00～ 14：00、18：00～ 22：00
土日10：00～ 16：00

定 休 日 水曜日

住　　所 文京区目白台１-９-13 １階
電話番号 03-6902-0127
営業時間 8：00～ 17：00
定 休 日 水曜日　第１、第３、第５金曜日
インスタグラム instagram.com/stroll_in

店舗
紹介 令和４年度は８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



※ 対象店舗の情報は、店舗から提出された原稿をそのまま掲載
しています。
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　小さなお店ですが、オーセンティックな（季節にあった）
お料理と、質の良いワインを楽しんでいただけるよう、お待
ちしております。
　居酒屋ですのでお仕事帰りや、大切なお食事にもご利用く
ださい。
※令和４年10月オープン予定

　店主の選んだセレクトワインショップです。
　試飲もできるのでご自身の好みに合ったワインに出会えま
す。チーズや非加熱のはちみつの取扱い、サロン会という初
心者でもわかり易い勉強会もございます。お気軽にどうぞ。

　トレーニングをする機会が少ない方々やアスリートに向け
て、適切なトレーニングプログラムを提供するジムです。

Ontario

ワインショップ＆サロン　ペタル

住　　所 文京区音羽１-22-18
電話番号 080-3073-0179
営業時間 17：00～ 22：00
定 休 日 不定休

住　　所 文京区本郷2-23-12　寺村ビル１階
電話番号 050-3176-6533

営業時間 火～木15：00～ 20：00　土11：00～ 19：00
　金 　15：00～ 21：00　日11：00～ 18：00

定 休 日 月・祝日　不定休はインスタグラム、HPで告知します
ホームページ https://wine-petale.com

住　　所 文京区本郷３-39-３　木村ビル１階

鍼灸あん摩院 やじろべえ

ENABLE

住　　所 文京区本駒込１-27-９　小林ビル401
電話番号 03-6902-0731／ 090-1863-2712
営業時間 10：00～ 20：00
定 休 日 火、土、日曜日
ホームページ http://hari9yazirobee.jp/

　本駒込　鍼灸あん摩院やじろべえです
　東洋医学の知恵と伝統的な鍼灸、あん摩マッサージを生か
して、心と身体の状態に応じたオーダーメイド治療をいたし
ます。
　首肩こり、腰や膝の痛みはもちろんのこと、胃腸疾患、産
後のケアなどに力をいれており、地域の皆様の健康のサポー
トに努めていけたらと思います。
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文京区中小企業支援員　加藤 敏雄

～中小企業支援員により区内企業が連携した事例～
企業情報提供の架け橋に

　2019年12月から世界中に拡大したコロナウイルス感染症は、人々の日常を一変させてしまいました。
社会の多くの分野で行動が制限され、経済活動も大打撃を受けました。文京区内でもこれまでにないよう
な業績の大幅悪化を招いた事業所も少なくありません。
　文京区や東京都そして国でも経済打撃を最小限に抑えるため、資金面や人材面等で数々の緊急支援策を
実施してまいりました。それらを活用しつつ、事業所の皆様の並々ならぬ努力により、パンデミックとい
う未曽有の事態も３年近く経過し、ようやくウイズコロナでの経済活動がスタートし始めた段階となりま
した。
　この２年間でとりわけ、大きく変化したことの一つとして、テレワーク・リモートワークの導入による
働き方改革が挙げられます。これにより社員のメリットとして、ライフワークバランスの改善、業務効率
の改善、育児・介護・病気療養との両立等が考えられます。しかしながらディメリットとして、対面での
コミュニケーションが減少し、認識のずれ、結束力の低下や孤独感を抱いてしまう場合や、オフィス勤務
以上に自己管理能力が求められるため、仕事とプライベートの切り分けに悩んでいるケースが多々見受け
られるようです。そして、コロナ禍での人流遮断の疎外感も相まってメンタル面やフィジカル面で体調不
良を訴える社員が増加しつつあります。実際に私達（中小企業支援員）が日頃訪問している文京区内の事
業者からも、そのような相談がここ１～２年急増し、大きな課題となっています。
　そこで今回は、私達中小企業支援員が訪問させていただいた中で、これらの課題解決に向けて実際にお
役に立った事例を紹介させていただきます。
　文京区内でも、社員の福利厚生面の充実も含めて、フィジカル・メンタルに不安を抱えている社員が身
近に診察や相談が出来る、産業医との契約を希望している企業が多くあります。しかし、中小企業で産業
医との契約はハードルが高く実現に至らないケースが殆どです。
　今回ご紹介させていただきます『株式会社東洋設計事務所』様は、水をテーマに置いた建設コンサルタ
ント企業です。1951年文京区本郷で創業以来70年、着実に業容を拡大し、数多くのノウハウを積み上げ、
上・下水道等の公共インフラに関わるビジネスの業界で高い評価を得ています。加えて、社員の皆様への
福利厚生面も手厚い企業風土を有しており、以前から全社員の健康リスク軽減を第一に考え、産業医との
契約を希望しておりました。しかし、産業医の常駐や定期訪問は、利用頻度や料金を考慮すると現実的で
はないと感じていました。
　一方で私達（中小企業支援員）は、文京区本郷に本社がある『株式会社日本産業医支援機構』様を訪問
する機会がありました。同社は、小規模事業場産業医活動助成金を活用して中小企業向けの産業医紹介サー
ビスを提供する事業を展開しています。専門性の高い産業医・産業保健スタッフと協力し、健康経営アド
バイサーを取得した同社の産業保健コンサルタントが企業との懸け橋となり質の高い企業支援を行ってい
ます。
　こちらの二社にご面談いただきましたところ、両社のニーズがしっかりとマッチし、産業医サービスの
契約が成立し、たいへんに満足いただくことができました。

ここでご両社からのメッセージを紹介させていただきます。

株式会社東洋事務所様のメッセージ
　弊社ではここ数年、年に一度ほどの頻度でフィジカル,メンタルの専門家の意見を聞きたい事例が発生し
ていました。国や都、医師会等に相談しましたが、専門家の継続的なアドバイスを得られず、社員への十
分な対応を行えないことを実感していました。文京区の中小企業支援員の方には、数年前から業務管理、
経営支援等で助言をいただいており、産業医に関する事項も含めて社内の問題点を共有していました。そ
んな折に紹介していただいたのが、株式会社日本産業医支援機構様です。事前面談を実施したのち、今年
３月に契約を行いました。日本産業医支援機構様では産業医が企業に定期訪問する形ではなく、必要な時
に社員の方から支援機構に向かう形で相談することができます。その分費用が抑えられるうえ、契約が続

中小企業支援の現場よりコ ラ ム
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いている限りは長期的に対応していただけます。社員個人だけでなく会社全体としても、過去の問題を含
む複数の案件について相談し、案件ごとに回答をいただきました。必要なときに専門家から継続的なアド
バイスを受けられるようになったことで、社内の問題により適切に対応できるようになりました。今回の
中小企業支援員の情報提供は、弊社にとってベストマッチだったと言えます。

株式会社日本産業医支援機構様のメッセージ
　弊社は産業医を中心とした健康管理サービスを企業・団体向けに提供しております。特に従業員50人
未満の事業者にスポットを当て、健康リスク軽減に繋がるサービスを心掛けております。50人未満の事
業所では産業医も衛生管理者も選任義務がありません。それ故、定期健診で異常が見つかった際の措置の
決定、持病のある方の治療と仕事の両立支援、メンタル不調に陥った方への対応等々、これまでのやりか
たで問題ないか、もっと従業員に支援ができないものかと悩まれる経営者の方も多いのではないでしょう
か。このような悩みに弊社の経験豊富なコンサルタントが、法令順守や経営リスクを考慮した適切なアド
バイスをするとともに、対応に当たる産業医への繋ぎ役を務めます。中小企業支援員の方からの情報提供
で文京区内の企業様にもご利用いただいて好評です。見学は無料ですので、一度お気軽にご見学にお越し
下さい。

　私達中小企業支援員が文京区内企業を巡回していくなかで、事業所の課題や問題点を共有し、ニーズに
マッチした情報の提供で、双方ウイン・ウインの関係ができたこと、並びにSDGsの推進にも協力できた
ことをたいへん嬉しく思っています。
　ウイズコロナでの企業経営は、困難な課題に直面するケースが多々あると思いますが、これからも文京
区や東京都等の企業支援策のご案内とともに、企業情報提供の架け橋となり、文京区内企業の発展と繁栄
の一助になれば幸いです。今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

中小企業支援員が区内企業を訪問しています！！
　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。

【お問い合わせ】文京区経済課産業振興係　TEL：（5803）1173　FAX：（5803）1936

　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、
事業承継、BCP、働き方改革・ワークライフバランス、アフターコロナやDXを見据えた自社人材の強化等について、体系
的にお伝えするセミナーを開催します。
【令和４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10日（木）①Society5.0 Society5.0の概要・デジタル社会において成長し続ける経営の実践方法等

11月17日（木）②SDGs SDGsの概要・中小企業のSDGsメリットと注意点・SDGs導入の基本と
公的支援制度等

11月24日（木）③事業承継 事業承継の概要・資産の洗い出しと事業承継計画の作成等
12月１日（木）④BCP BCPの概要・自社の重点リスクの抽出方法等

12月８日（木）⑤ 働き方改革・ワークライフバランス
自社にとっての働き方改革の意義・中小企業にとって必要な視点や考え方
のポイント等

12月15日（木）⑥ アフターコロナやDXを見据えた自社人材の強化
デジタル社会における必要な人材像やスキル、マネジメント方法や育成の
ポイント等

企業力向上オンラインセミナー

時　　間  13：00～14：30
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://onl.sc/mveYPnu
お問い合わせ  ヒューマンアカデミー株式会社
 電話番号 03-5348-2039
 受付時間 10：00～17：00
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　製造業の業況はかなり改善傾向にあります。小売業の業況は厳しさを増しています。サービス業の
業況は悪化幅が大幅に縮小しています。卸売業の業況はやや好調に転じており、不動産業の業況は非
常に大幅に改善しています。

文京区今期の特徴点
令和４年４月～６月
調査時期　４年６月中旬
調査方法　面接聴取

【製造業】
前期 －27.7 　製造業の業況はかなり改善傾向にあります。DI値は、文京区では15.7ポ

イント増の－12.0、全都では10ポイント増の－17です。文京区の各項目
をみると、売上額は16.1ポイント増の－12.2とかなり回復の兆しが見えま
す。収益も8.2ポイント増の－16.3と持ち直しています。しかし、来期の
業況は厳しさを増し、売上額、収益とも悪化する見込みです。今後もコロナ
禍等の影響は継続すると予想されます。

今期 －12.0

来期 －13.2

【サービス業】
前期 －44.7 　サービス業の業況は悪化幅が大幅に縮小しています。DI値は、文京区では

9.7ポイント増の－35.0、全都では11ポイント増の－19です。文京区の
各項目をみると、売上額は16.3ポイント増の－12.2と大幅な回復の兆しが
見られ、収益は17.8ポイント増の－17.4と大きく増加しています。来期の
業況はやや上向き、売上額はやや改善、収益は大きく減少に歯止めがかかる
見込みです。今後もコロナ禍等の影響は継続すると予想されます。

今期 －35.0

来期 －29.9

【卸売業】 【不動産業】
前期 －3.7

今期 0.6

来期 －13.8

前期 －21.2

今期 17.3

来期 12.0

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　　　63
小売業　　　26
サ－ビス業　27
卸売業　　　22
不動産業　　13

前期 －20.1 　小売業の業況は厳しさを増しています。DI値は、文京区では6.6ポイン
ト減の－26.7、全都では９ポイント増の－28です。文京区の各項目をみ
ると、売上額は５.２ポイント増の－8.6と改善、収益も2.1ポイント増の 
－9.6と減少が一服しています。しかし、来期の業況は横這い、売上額減少
幅が縮小、収益は多少減少する見込みです。今後もコロナ禍等の影響は継続
すると予想されます。

今期 －26.7

来期 －27.1

【小売業】
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特別調査「混迷する経済社会情勢と中小企業経営 - コロナ、原材料価格高騰、海外情勢の緊迫化を受けて -」
本調査結果の特徴
① 経済社会情勢について特に懸念しているものについては、「コロナ長期化による需要急減」が36.7％で１位、「原油・天然ガス等のエネルギー価格高騰」が
34.8％で２位、「エネルギー以外の価格高騰」が34.2％で３位となっている。

② エネルギー価格上昇の収益影響については、「多少影響がある」が49.7％で１位である。省エネ投資については、全体のうち96.2％が「実施予定はない」
との回答である。

③ サイバー攻撃による被害については、94.3％が「攻撃は受けたことがない」と回答している。サイバーセキュリティ確保のための人材確保・態勢整備につい
ては、78.3％が「できていない」「わからない」「当社には関係ない」と回答している。

④ 今春の賃上げを実施した理由については、「従業員の待遇改善」が21.0％で１位となっている。今春の賃上げを実施しなかった理由については「自社の業績
状況」が25.5％で１位、「景気見通しが不透明」が21.0％で２位となっている。

⑤ コロナ禍による事業承継の考え方の変化については、「事業承継の方法に変更はない」が45.6％で１位、「事業承継について考えたことがない」が38.0％
で２位、「事業承継の検討を始めた」が9.5％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】 貴社では、最近の経済社会情勢について、特に懸念しているものはありますか。下記の１～０の中から最大３つまで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
１．原油・天然ガス等のエネルギー価格高騰 34.8 44.4 31.8 34.6 25.9 42.9 7.7
２．エネルギー以外の価格高騰 34.2 39.7 45.5 26.9 22.2 42.9 23.1
３．原材料の仕入不可能 19.0 19.0 40.9 11.5 7.4 28.6 15.4
４．コロナ長期化による需要急減 36.7 36.5 31.8 50.0 48.1 － 15.4
５．人手不足、人件費上昇 22.2 23.8 13.6 － 40.7 71.4 7.7
６．日本と諸外国の関係 6.3 4.8 9.1 3.8 3.7 － 23.1
７．米中貿易摩擦 － － － － － － －
８．戦争、紛争等がもたらす社会不安 20.3 15.9 22.7 23.1 18.5 28.6 30.8
９．その他（　　　　　　　） 0.6 － － － － － 7.7
０．特に懸念しているものはない 8.2 6.3 9.1 3.8 7.4 － 30.8
【問２】 貴社では、最近の原油・天然ガスなどのエネルギー価格の上昇により収益にどのような影響を受けていますか。下記の１～７の中から１つ選んでお答え

ください。また、今後、省エネにつながる設備投資を実施する予定はありますか。下記の８～９の中から１つまで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

【収益への影響】
１．危機的な悪影響がある － － － － － － －
２．かなり悪影響がある 12.1 17.5 9.1 7.7 7.4 14.3 8.3
３．多少悪影響がある 49.7 55.6 68.2 42.3 44.4 42.9 16.7
４．ほとんど影響はない 24.2 14.3 18.2 38.5 37.0 28.6 25.0
５．むしろ好影響がある － － － － － － －
６．わからない 14.0 12.7 4.5 11.5 11.1 14.3 50.0
７．その他（　　　　　　　） － － － － － － －
【省エネの設備投資】
８．実施予定がある 2.5 3.2 － 3.8 3.7 － －
９．実施予定はない 96.2 95.2 95.5 96.2 96.3 100.0 100.0
【問３】 企業や団体などを標的としたサイバー攻撃による被害が数多く報告されています。貴社は、サイバー攻撃による被害を受けたことがありますか。下記の

１～３の中から１つ選んでお答えください。また、サイバーセキュリティを確保するため、人材を確保し、態勢を整備していますか。下記の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 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
【サイバー攻撃による被害】
１．攻撃を受けて被害があった 0.6 1.6 － － － － －
２．攻撃を受けたが被害はなかった 4.5 3.2 4.5 － 7.7 14.3 7.7
３．攻撃を受けたことはない 94.3 93.7 95.5 100.0 92.3 85.7 92.3
【人材の確保・態勢の整備】
４．できている 21.7 23.8 13.6 26.9 15.4 28.6 23.1
５．できていない 29.9 27.0 40.9 19.2 34.6 42.9 30.8
６．わからない 19.7 14.3 27.3 7.7 38.5 28.6 15.4
７．当社には関係ない 28.7 34.9 18.2 46.2 11.5 － 30.8
【問４】 経済社会情勢の混迷のなかで政府から賃上げが要請されていますが、貴社では、今春、賃上げを実施しましたか。実施した場合は、その理由について、

最も当てはまるものを次の１～５の中から、賃上げを実施しなかった場合は、その理由について最も当てはまるものを次の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 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業
【賃上げを実施した理由】
１．政府の賃上げ要請 1.9 1.6 － － 3.7 － 7.7
２．自社の業績改善を反映 4.5 4.8 4.5 4.0 － － 15.4
３．同業他社、地域他社の賃上げ 0.6 － 4.5 － － － －
４．従業員の待遇改善 21.0 20.6 45.5 4.0 18.5 57.1 －
５．その他（　　　　　　　） 2.5 3.2 － － 3.7 14.3 －
【賃上げを実施しなかった理由】
６．これまでに賃上げを実施済み 3.2 4.8 4.5 － － － 7.7
７．景気見通しが不透明 21.0 20.6 18.2 44.0 18.5 － －
８．自社の業績状況 25.5 20.6 18.2 32.0 37.0 28.6 23.1
９．賃上げを検討したことがない 17.8 23.8 4.5 16.0 11.1 － 38.5
０．その他（　　　　　　　） 1.9 － － － 7.4 － 7.7
【問５】 貴社では、コロナ禍を受けて、事業承継（M&Aを含む）についての考え方に変化はありましたか。次の１～０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 サービス業 建設業 不動産業
１．事業承継の方法に変更はない 45.6 34.9 72.7 46.2 51.9 57.1 30.8
２．事業承継の検討を始めた 9.5 11.1 9.1 11.5 7.4 － 7.7
３．事業承継の時期を早める 0.6 － － 3.8 － － －
４．事業承継の時期を遅くする 1.9 4.8 － － － － －
５．事業承継の後継者を変更する 1.9 3.2 4.5 － － － －
６．事業承継予定だったが、廃業を検討する 0.6 － － － 3.7 － －
７．事業承継予定だったが、予定を白紙に戻した 0.6 1.6 － － － － －
８．廃業予定だったが、事業を継続する 0.6 1.6 － － － － －
９．その他（　　　　　　　） 0.6 － 4.5 － － － －
０．事業承継について考えたことがない 38.0 42.9 9.1 38.5 37.0 42.9 61.5
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文京区印刷物番号 C0222002

　５月24日（火曜日）に日本橋三井ホールで「東京手仕事」プロジェクト商品発表会が開催されました。文京区からは、最
終選考で選ばれた高橋由貴子さんの「行灯／NIRAMI、BAKUROU」と木内秀樹さんの「籐扇子」がお披露目されました。
「東京手仕事」とは、職人によって連綿と受け継がれてきた伝統の技に光を当て、匠の繊細な「手仕事」の魅力を国内外に
発信していく東京都の取り組みです。商品発表会では伝統工芸の職人とデザイナーが共同で開発した商品が披露されまし
た。
　江戸木版画の高橋さんの「行灯／NIRAMI、BAKUROU」は、浮世絵を現代でも身近に楽しみやすいよう、今までにない
切り口でアレンジした作品です。木版画は版を重ねることで完成しますが、そのプロセスで一部の絵柄の要素だけを抜き出
し、行灯の４面に象徴的に施しています。
　東京籐工芸の木内秀樹さんの「籐扇子」は、「コンパクトに持ち歩くことができる商品がほしい」という声から実現した
作品です。用途に合わせた３種類の籐材をあしらい、「かざり編み」や「巻き」といった伝統的な技法を施した美しく機能
的な扇子です。
　また、高橋さんには９月17日（土）・18日（日）の「来て見て体験」文京の伝統工芸イベントにもご参加いただきます。
ぜひお越しください。

　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４年９月～11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

9/17（土）、18（日） ①高橋由貴子（江戸木版画）
②平田悠（木工）

①江戸木版画のうちわ制作（摺り2本組）　2,500円
②道具箱／フォトフレーム　2,000円

10/22（土）、23（日） ①杉山浩一（ペン画）②三塚晴司（貴金属装身具）
①ペン画体験 はがき作り（フレーム付）　3,000円
②パールとビーズのストラップ　2,000円

11/19（土）、20（日） ①三井芳子（染織）②山越けい子（人形）
①木枠使用の織り額　2,000円
②桐箱の木目込み　2,000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。

「来て見て体験」
文京の伝統工芸イベントを開催します！

「東京手仕事」プロジェクト商品発表会で
高橋さん・木内さんが最終選考に選ばれました！


