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　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。令和４年度は、申請者がISO14001（環境マネジメントシステム）の認証を取得している場合の補助
金の上限額を100万円に引き上げます。

持続可能性向上支援補助金（省エネ設備）
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  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）
　　　　　※申請者がISO14001の認証を取得している場合は、上限100万円
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４年４月８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（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
　　　　　※ PC、タブレット、事務用ソフトウェア、プリンタ等の汎用性があるものは、対象外となり

ます。
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）
　　　　　※申請者がISO14001の認証を取得している場合は、上限100万円
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４年４月８日（金）より先着順
　　　　　予算額に達し次第、受付を終了します。

中小企業の企業力向上を支援します！

【お問い合わせ】経済課 産業振興係　☎ 03-5803-1173　FAX 03-5803-1936
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【お問い合わせ】文京区 経済課 産業振興係　☎03-5803-1173

　中小企業の海外進出支援及び経営基盤の強化を目的として、各種認証取得に係る経費を補助します。令和4年度
は、ISO9000、14000、27000シリーズおよび、ISO50001を補助対象に加えるとともに、Ｐマークの更新も
新たに補助します。

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１年以上区内で事業を営ん
でいる中小企業者

申請期間 令和４年４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。

補助対象事業 補助額
・ISO9000シリーズ（品質マネジメントシステム）
・ISO13485（医療機器の品質マネジメントシステム）
・ISO14000シリーズ（環境マネジメントシステム）
・ISO27000シリーズ（情報セキュリティシステム）
・ISO22301（事業継続マネジメントシステム）
・ISO50001（エネルギーマネジメントシステム）
・ CEマーク（欧州連合域等で販売される指定の製品に貼付が義務
付けられる適合基準マーク）

・FDA認証（米国食品医薬品局による米国の医療機器登録証）

補助対象経費の３分の１（千円未満切り捨て）
補助上限額50万円

・Ｐマーク（個人情報保護マネジメントシステムへの適合マーク）
・ 各種 ISO更新費用（上記 ISOに限る）※サーベランス（維持審
査）は対象外

補助対象経費の３分の１（千円未満切り捨て）
補助上限額30万円

・Ｐマーク更新費用 補助対象経費の３分の１（千円未満切り捨て）
補助上限額20万円

各種認証取得費等補助金について

展示会等出展費用補助金について
～オンライン展示会も対象です～

　異業種交流、市場開拓または販路拡大を目的として、国内外の展示会等へ出展する際にかかる出展料等の一部
を補助します。※オンライン上で開催する展示会等も対象となります。
対 象 者 ：文京区内に登記上の本店所在地（法人）、主たる事業所（個人事業主）がある中小企業者
対象事業 ：異業種交流、市場開拓又は販路拡大を目的とする展示会等に出展する事業。
補助内容 ：国内　展示会等出展料の２分の１（上限10万円）
 国外　展示会等出展料、現地通訳費、輸送費の２分の１（上限30万円）
 オンライン（国内）　展示会等出展料の２分の１（上限10万円）
 オンライン（国外）　展示会等出展料の２分の１（上限30万円）
※オンライン展示会の場合、主催団体の運営事務局の所在地をもって国内・国外を判断します。
募集期間 ：令和４年４月１日（金）～令和５年３月31日（金）
※詳細は、区ホームページにてご案内いたしております。

文京ソコヂカラ
おたすけ便事業のお知らせ

　文京区商店街連合会と連携して、新型コロナウイルス感染症による自宅療養者や、濃厚接触により自宅待機す
る方等の生活支援のため、区内商店による宅配（おたすけ便）事業を実施しております。

実施期間 ：令和４年３月31日（木）まで
補 助 額 ：配達１回当たり、500円の配達料を支給

【お問合せ先】文京区経済課産業振興係　　TEL 03-5803-1173
　　　　　　　文京区商店街連合会事務局　TEL 03-3811-4231

参加希望店舗は右記QRコード
から必要事項をご入力ください
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文京区中小企業支援員　高井 啓誠

「コロナ禍の中で：
　＜従業員の働き方を考える絶好のチャンス＞」

　昨年10月過ぎから、一旦新型コロナウイルス感染拡大も落ち着いてきたように見えましたが、年が
明けてからは、オミクロン株による感染がまたまた急拡大してしまいました。本号が皆様のお手元に
届く頃に、どのようになっているか心配なところではございます。
　足掛け３年にわたる新型コロナウイルスによるパンデミックの中、経済支援策も種々ありました
が、それでも大きな影響を受けた事業者が文京区内にも多数いらっしゃいます。「Afterコロナ」なん
ていうのはもう夢物語で、「Withコロナ」で生活していくしかないとも言われています。中小企業各
社におかれましては、そのような中でもなんとか事業の継続と発展が求められるという、難しい経営
のかじ取りが必要となっていることと存じます。

　さて、感染拡大の当初より、人流の観点から出社率の抑制要請が国や東京都から行われました。い
きなりの話でしたので、とりあえず在宅勤務を開始した会社、インフラがない等の理由でなかなか在
宅にできなかった会社、既にテレワークを導入していたので問題なくテレワーク対象者の拡大で対応
した会社、等々があったようです。
　しばらく前から、「働き方改革」「多様性の尊重」ということが言われています。テレワークはそ
れらを具現化する方策の一つとして、徐々に浸透はしていたかと思います。しかし、多くの中小企業
ではまだあまり推進はされておらず、そこへ降って湧いたコロナ禍による在宅推奨でしたので、対応
に苦慮した経営者の方を数多くお見掛けいたしました。
　連綿と続いてきた「仕事は会社でするもの」という常識が覆ろうとしているのか、はたまた元の
「出社当然」の世界への揺り戻しがあるのか、なかなか見通せない状況かと思います。
　実際、既にオフィス面積を大幅に縮小し「テレワークが基本的な働き方」とした会社もあります
し、「Face to Faceのコミュニケーションを重視」ということでテレワークの縮小を始めた会社、
「家でなんの仕事をしているかわからない」ので出社させることにした会社、社内の密を避けるため
営業職であっても家からの「直行直帰」を原則として出社はNGとした会社等、いろいろな方向性の対
応がとられつつあります。

　何が正解なのかは各社の事情、状況により様々かと思います。しかし一つ重要だと感じている事が
あります。それは、経営者の方々が、自社をどのような会社にしたいのか、従業員がどのように働け
ばそのような会社になるのか、そもそも従業員の幸せな働き方とは自社にとってはどのようなものな
のかを十分考え抜き、その考えが従業員と共通認識になることだと思います。
　切り口は多々あるかと思います。ワークライフバランス、コミュニケーション、ダイバーシ
ティー、健康経営、協働、時間コスト、事務所や通勤やインフラ、情報セキュリティー、労働生産
性、雑用の重要性、個々の従業員の業務目標と納期の明確性、心のケア・・・。
　全てを満足させる解はないと思いますが、経営者が考え方、方向性を決めて従業員の理解や共感を
得ないと、従業員は、なんとなく中途半端な感じ、なんとなく不公平な感じ、そういった心持で働い
てしまうことになります。これは万人にとって不幸な状態です。
　社会が大きく変革しようとしているこの時こそ、従業員の働き方について経営者が熟考する絶好の
チャンスです。経営者の皆様の頑張り所と存じます。

中小企業支援の現場よりコ ラ ム
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インボイス制度に関するお問合せ先
　インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターで受け付け
ております。
【フリーダイヤル】0120-205-553（無料）　【受付時間】9：00～ 17：00（土日祝除く）
　税務署にて個別相談（具体的に書類や事実関係を確認する必要があるなど電話での回答が困難な相談）も受け付けております。
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令和３年度　文京区技能名匠者を認定しました

　区では、区内の優れた技術の継承と後継者の確保によって、区内産業の振興と発展を
図ることを目的として、区内に在住または在勤の方で、永く同一職業に従事し、物を
造る技術が非常に優れ、後進の
指導及び育成に積極的な方を、
「文京区技能名匠者」として認
定しています。
　今年度は１名の方を認定しま
した。

令和３年度　文京区技能名匠者（敬称略）

小川 眞紀夫 （箏製作）

　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、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３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４月～６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

4/9（土）・10（日）
①杉崎信雄（バッグ）
②金子直子（貴金属アクセサリー）

①革製品小物入れ　2,300円
②銀粘土のアクセサリー　2,000円

5/14（土）・15（日）
①木内友秀（東京籐工芸）
②柴田慶一（江戸手描提灯）

①籐かご　2,000円
②ミニ提灯　2,200円

6/11（土）・12（日）
①岡内太郎（貴金属アクセサリー）
②渡辺みゆき（陶芸）

①パールと銀線の指輪　2,000円
②お猪口　2,000円

※制作体験の内容及び時間帯は変更になる可能性があります。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！

　「卓越した技能者、現代の名工」は、卓越した技を身につけた、その道の第一人者を、厚生労働大臣が表彰する
もので、今年度は東京都内で11人が選出されました。
　三塚会長は、47年間にわたり、指輪やネックレスなどの貴金属・宝石細工の加工に携わると共に、都内の小中
学校で体験教室の指導も行うなど、ものづくりの楽しさを幅広い層に伝える活動も精力的に行っています。

文京区伝統工芸会 三塚晴司会長が「現代の名工」に選出

　この度は、名誉ある卓越した技能者「現代の名工」をいただきまして、身に余る光栄
と思っております。これも諸先輩、良き仲間、周りの方々の支援のおかげと感謝いた
しております。私のはじめての受賞は平成14年に文京区技能名匠者をいただいた事で
す。あれから19年が経ちます、現在も文京区伝統工芸会の一員として微力ながら技能
の伝承、ものづくりの楽しさを伝えていければと思っております。
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　製造業の業況はかなり改善しています。小売業の業況もかなり改善し、サービス業の業況はわずか
に悪化幅が拡大しています。卸売業の業況は悪化幅が拡大し、不動産業の業況はわずかに悪化に転じ
ています。

文京区今期の特徴点
令和３年10月～12月
調査時期　３年12月中旬
調査方法　面接聴取

【製造業】
前期 －40.8

　製造業の業況はかなり改善しています。DI値は、文京区では10.2ポイン
ト増の－30.6、全都では3ポイント増の－29です。文京区の各項目をみる
と、売上額は11.1ポイント増の－25.3と大きく改善しています。受注残
は3.5ポイント増の－32.9と幾分持ち直し、収益は11.2ポイント増の－
29.6と大きく改善しています。来期の業況は悪化幅がやや拡大すると予測
されますが、売上額はやや改善し、受注残は持ち直し、収益はやや改善する
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 －30.6

来期 －33.2

【サービス業】
前期 －32.1

　サービス業の業況はわずかに悪化幅が拡大しています。DI値は、文京区で
は2.1ポイント減の－34.2、全都では3ポイント増の－29です。文京区の
各項目をみると、売上額は2.2ポイント減の－25.8と減少幅がわずかに拡
大しています。収益も3.0ポイント減の－21.5と減少幅がわずかに拡大し
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、売上額は持ち
直し、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 －34.2

来期 －42.6

【卸売業】 【不動産業】
前期 －2.3

今期 －9.7

来期 －13.9

前期 2.8

今期 －0.1

来期 －19.3

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　　　67
小売業　　　26
サ－ビス業　30
卸売業　　　27
不動産業　　14

前期 －56.4
　小売業の業況はかなり改善しています。DI値は、文京区では17.5ポイン
ト増の－38.9、全都では5ポイント増の－37です。文京区の各項目をみる
と、売上額は1.6ポイント増の－26.8と横這いで前期並の減少が続いてい
ます。収益は5.8ポイント増の－21.9と改善しています。来期の業況は悪
化幅がかなり縮小すると予測され、売上額は非常に大きく改善し、収益も減
少幅が大きく縮小する見込みです。今後もコロナ禍の影響は継続すると予想
されます。

今期 －38.9

来期 －28.6

【小売業】
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特別調査「2022年（令和４年）の景気見通しについて」
本調査結果の特徴
① 2022年の日本の景気見通しについては、「やや悪い」が38.7％で１位、「普通」が26.0％で２位、「悪い」が22.5％で３位となっている。
②2022年の自社の業況（景気）見通しについては、「普通」が40.1％で１位、「やや悪い」が32.6％で２位、「やや良い」が11.6％で３位となっている。
③ 2022年の自社の売上額伸び率見通しについては、「変わらない」が43.3％で１位、「10％未満の増加」が18.1％で２位、「10％未満の減少」が15.2％
で３位となっている。

④ 自社の業況が上向く転換点の見通しについては、「1年後」が23.3％で１位、「業況改善の見通しは立たない」が22.1％で２位、「6か月以内」「2年後」
がともに12.8％で３位となっている。

⑤ 原材料・仕入価格上昇への対応策等については、「価格に転嫁できている・仕入価格は上がらず」が21.1％、「価格転嫁できていない」中では、「特に対応
はしていない」が31.0％で１位、「経費の削減」が27.5％で２位、「生産性の向上（システム投資など）」が12.9％で３位となっている。

（特別調査データ）
【問１】 貴社では、2022年の日本の景気をどのように見通していますか。次の中から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．非常に良い － － － － － － －
２．良い 1.2 － － － 3.3 10.0 －
３．やや良い 10.4 6.1 25.9 19.2 3.3 － 7.1
４．普通 26.0 22.7 14.8 19.2 36.7 30.0 50.0
５．やや悪い 38.7 37.9 44.4 38.5 33.3 50.0 35.7
６．悪い 22.5 31.8 14.8 19.2 23.3 10.0 7.1
７．非常に悪い 1.2 1.5 － 3.8 － － －

【問２】 貴社では、2022年の自社の業況（景気）をどのように見通していますか。次の中から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．非常に良い － － － － － － －
２．良い 2.9 1.5 7.4 － 3.3 10.0 －
３．やや良い 11.6 9.2 25.9 15.4 6.7 10.0 －
４．普通 40.1 35.4 33.3 38.5 40.0 50.0 71.4
５．やや悪い 32.6 35.4 22.2 38.5 36.7 30.0 21.4
６．悪い 10.5 15.4 11.1 3.8 10.0 － 7.1
７．非常に悪い 2.3 3.1 － 3.8 3.3 － －

【問３】 2022年において貴社の売上額の伸び率は、2021年に比べておおよそどのくらいになると見通していますか。 
次の中から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
１．30％以上の増加 2.3 － 3.7 － 6.9 11.1 －
２．20～29％の増加 2.3 － 7.4 3.8 － － 7.1
３．10～19％の増加 6.4 3.0 14.8 15.4 － 11.1 －
４．10％未満の増加 18.1 18.2 14.8 15.4 27.6 22.2 7.1
５．変わらない 43.3 43.9 33.3 46.2 34.5 44.4 71.4
６．10％未満の減少 15.2 18.2 7.4 11.5 31.0 － －
７．10～19％の減少 6.4 7.6 11.1 3.8 － 11.1 7.1
８．20～29％の減少 3.5 6.1 3.7 － － － 7.1
９．30％以上の減少 2.3 3.0 3.7 3.8 － － －

【問４】 貴社では、自社の業況が上向く転換点をいつ頃になると見通していますか。次の中から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．すでに上向いている 12.2 12.1 19.2 7.7 － 30.0 21.4
２．６か月以内 12.8 6.1 19.2 19.2 16.7 20.0 7.1
３．１年後 23.3 16.7 23.1 19.2 33.3 20.0 42.9
４．２年後 12.8 15.2 15.4 7.7 13.3 10.0 7.1
５．３年後 8.1 3.0 11.5 7.7 13.3 20.0 7.1
６．３年超 8.7 16.7 － 11.5 3.3 － －
７．業況改善の見通しは立たない 22.1 30.3 11.5 26.9 20.0 － 14.3

【問５】 様々な分野で原材料・仕入価格の上昇が経営上の問題となっていますが、貴社ではどのような対応を取っていますか。上昇分を販売価格に転嫁できてい
る方や、そもそも原材料・仕入価格が上がっていないという方は１を、また、価格転嫁できていない方は仕入（調達）価格上昇への対応について２～０
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．販売価格に転嫁できている・仕入価格は上がっていない 21.1 19.7 18.5 26.9 17.2 50.0 7.7
２．仕入先・仕入方法の変更 10.5 12.1 11.1 19.2 3.4 － 7.7
３．製品・商品・サービスの見直し 10.5 10.6 22.2 15.4 3.4 － －
４．経費の削減 27.5 27.3 44.4 15.4 31.0 － 30.8
５．生産性の向上（システム投資など） 12.9 22.7 7.4 3.8 10.3 10.0 －
６．代替品の確保 7.6 4.5 22.2 7.7 6.9 － －
７．仕入の削減（生産・販売量の調整） 9.9 16.7 7.4 7.7 － 10.0 7.7
８．仕入の中止 2.9 3.0 7.4 － － － 7.7
９．その他 0.6 － － － 3.4 － －
０．特に対応はしていない 31.0 27.3 25.9 23.1 41.4 30.0 53.8
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お買い物は文京区で！！
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文京区印刷物番号 C0221003

　区内商店街の空き店舗で創業される方等を、家賃補助や経営相談等によりサポートいたします。

1  支援対象者  
①区内商店街の空き店舗において創業する方
②文京区創業支援セミナーを受講後に区内で創業する方
※ 令和３年５月１日から令和４年４月30日までに創業さ
れた方が対象になります。

2  支援対象事業  
① 飲食業、小売業、サービス業等、来街者の増加を促進
する事業

② 子育て支援、高齢者支援等、地域住民の生活の利便性
を高める事業

③その他区長が地域の活性化に資すると認めた事業

3  支援内容  
①家賃補助
　   店舗賃借料の２分の１（※月額50,000円を限度とし
ます。）×12か月分

チャレンジショップ支援事業のご案内令和４年度

②経営相談及び指導
　  中小企業診断士を３年間無料で派遣します。（※計10
回以内）
③地域貢献事業補助
　  チャレンジショップ認定者が、地域の魅力や価値の向
上につながるイベントの実施や新商品を開発した場合
にその経費を補助します。（※認定１件あたり上限額
10万円）

4  募集期間  
　上記３①②の申請：
　令和４年４月１日金～５月20日金 ※１

　上記３③の申請：
　令和４年４月１日金～令和５年２月28日火 ※２

　※１　支援対象者は審査の上決定します。
　※２　予算額に達し次第、受付は終了します。

【担当・お問い合わせ】経済課産業振興係　TEL：03-5803-1173

区内で創業する方を応援します！

　2020年12月にオープンしましたイタリア料理店canadeです。本郷三丁
目駅から徒歩５分、地元の方々で賑わう大横町通り商店街にありますが大通
りから一本はいるので、少し落ち着いた雰囲気です。

　店名「canade」は“奏でる”から。協奏曲のように、たくさんのお客様の
思いが響きあい、奏であうようなお店にしたいという想いからつけました。
お料理はコースもアラカルトもご用意しているのでその時の気分にあったメ
ニューを楽しんでいただければと思います。

　当店のスペシャリテはシェフのピエモンテの修業先の名物料理だった
「Macalle（マカッレ）風リゾット」。チーズもバターも全く使わずただた
だ牛乳だけで米を炊いていくだけのシンプル料理。具もなく、お皿の上には
ごくプレーンな牛乳のリゾットと肉のフォンにトリュフをたっぷりおかけし
てご提供しています。素朴だけど奥深く、ある意味サスティナブルで人気の
一皿です。ほかにも季節の食材をつかった前菜や自家製の手打ちパスタ、滋
味深いお肉料理など、各料理に寄り添うイタリアワインも多数ご用意してお
ります。

　コロナ禍でオープンして不安だらけだったときに文京区の中小企業診断士
の方からご紹介いただいたチャレンジショップ支援事業でしたが、今回の家賃補助は本当にありがたく心強い支援と
なりました。また同じく支援事業の一環での中小企業診断士の方による経営相談もいつも親身になってこちらに寄り
添って相談に乗ってくださり大変頼りにさせていただいてます。

　まだまだ先行きの見えない情勢ではありますが、こういった支援や地元の方々の温かい応援にお応えしていけるよ
う美味しいお料理とサービスでお迎えしていきたいと思っております。皆様のご来店心よりお待ちしております。

令和３年度チャレンジショップ認定店舗のご紹介

canade
所 在 地：文京区本郷２-31-３ 二木ビル1F
営 業時間：17：00～21：30 L.O.

　緊急事態宣言下はそれに準じる
ホームページ ：https://canade.jimdosite.com


