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ニュース

平成30年度千代田区分譲マンション実態調査の結果報告②
～千代田区内のマンションの災害対策実施状況～
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　まちみらい千代田では防災アドバイザー派遣によるマンション防災計画策定支援や
管理組合で災害用資器材を購入する際の購入費助成など、防災対策に関する支援を
行っています。詳細はまちみらい千代田のウェブサイトをご覧ください。

問合せ　住宅まちづくりグループ　☎３２３３－３２２３
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 問　住宅まちづくりグループ　☎3233－3223
マンション無料相談窓口開設中

  

　　�月曜日～金曜日（土日祝を除く）�
午前9時～午後5時（受付は4時まで）

　　�千代田区神田錦町3－21�
ちよだプラットフォームスクウェア

　　千代田区内のマンション居住者および所有者
　　応相談（個人情報が公開されることはありません）
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 問　産業まちづくりグループ　☎3233－7558
中小企業向けビジネス法律相談随時受付中（無料）

　　�応相談�
（お問い合わせからおおむね 1週間前後）

　　�千代田区神田錦町 3－21�
ちよだプラットフォームスクウェア

　　電話で予約状況をご確認ください。
　　相談内容は、ビジネス相談に限ります。
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　前月号に引き続き、平成30年度千代田区分譲マンション実態調査の結果をお知らせします。
　今号では、各マンションの防災への取り組みを紹介します。調査結果から、防災計画未策定・防
災訓練未実施のマンションや管理組合で災害用の備蓄をしていないマンションが多いことが判明し
ました。災害発生時の対応やその後の生活維持・復旧等を円滑に行うためには、事前準備から復旧
復興までの課題に対応するための防災計画を策定しておくことが重要です。
調査概要

地域：千代田区全域
対象：当初から区分所有マンションとして供給された３階建て以上の非木造の共同住宅
期間：平成 30 年 9 月～平成 31 年４月
方法：分譲マンション管理組合、管理会社へのアンケートおよびヒアリング調査、現地調査等 

（区内分譲マンション管理組合へのアンケート送付数：463 棟）

第19回千代田まちづくりサポート 
助成対象グループ決定

　7月20日に開催した公開審査会で、下表の8グルー
プが助成対象に選ばれました。
部　門 グループ名 助成額

（万円）

一般

Chee's 48
一般社団法人神田をワインの街にしようの会 50
江戸長唄ごひいき衆　 50
ちよとも 48
エンターテイメント型保育（略称：エンタメ保育） 50

はじめて
サンサン会 5
スプーン・プロジェクツ 5

普請 「神田珈琲園」再生プロジェクトチーム 500

■問合せ　�協働まちづくり・総務グループ�
☎3233-7556

千代田まちづくりサポート通信
　千代田まちづくりサポートで助成対象に選ばれ
たグループのイベント情報です。
■海老原商店を活かす会（第16回・普請部門）
　EBILABエビラボvol.5�夏の特別企画
　「つくろう！おどろう！あそぼう！テンとセンと
カタチの大冒険」
　プロのダンサーと、現役の図工の先生による複合
ワークショップです。夏休みの最後の思い出に、ぜ
ひご参加ください。
◇日　時　8月24日㈯・25日㈰
◇時　間　�①11:00～12：30�　②14:00～15:30
◇場　所　�海老原商店（千代田区神田須田町2-13-5）
◇参加費　�1コマにつき500円（材料費、同伴者は無料）�

先着10名（事前予約も可能）
◇対　象　�5才以上�

（未就学児は保護者同伴で参加可能）
◇申込み・問合せ　� info@aokiny.com�

☎090-9294-9881（青木）
◇主　催　�青木尚哉グループワークプロジェクト�

海老原商店を生かす会
◇協　力　�山と水の図工室（山内佑輔、水野明香）�

NPO�都市住宅とまちづくり研究会

パフォーマンスキッズ・トーキョー
提供：NPO法人芸術家と子どもたち　撮影：仙道実穗子

　回答のあった302棟のマンションのうち消防・防災計画、防災名簿が「ある」は43.0％、「ない」
は48.0％でした。また、消防・防災訓練の実施は「実施している」が24.5％、「実施していない」が
70.9％であり、回答した多くのマンションが防災訓練を実施していないことが判明しました。

消防・防災計画等の有無また防災訓練の実施状況

　回答のあった302棟のマンションのうち何らかの防災対策を実施しているマンションは149棟で
した。なお、防災対策の内容として一番多い対策はAEDの設置であり、次いでエレベーター非常
用備蓄キャビネットの設置が多い結果となりました。
　また、災害用備蓄品について、「管理組合で備蓄している」が28.8％であり、管理組合で備蓄を行っ
ている場合には、飲料水の備蓄が一番多い結果となりました。

管理組合の防災対策
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このページの広告掲載希望は、まちみらい千代田まで☎ 3233-7555

特別賞

スケーラブルシステムズ株式会社
代表取締役　戸

と
室
むろ
　隆
たか
彦
ひこ

～システム開発のプロフェッショナル～
　スケーラブルシステムズ株式会社
は、お客様のニーズがあるにもかか
わらず、商品の供給・提供がなかっ
た市場に対応する製品ソリューショ
ンを2005年の会社創立から提供し
ています。
　「この世界に完璧なシステムは存
在しないのだから、隙間やゆがみは
どうしても生じる」という想いで、
独自の高度な技術・知識、常識にと
らわれない柔軟さを活用した製品ソ
リューションと技術コンサルテー
ションに取り組んでいます。
　ビジネスに不可欠なリソースに、
お客様にとって最適な価値を加えて
提供する「Value�Added�Technology�
Distributor」として付加価値の高い
製品の販売を目標にしています。付
加価値の根幹は「ユニークな技術と
技術革新」によって得られると考え
ています。
　最新のサーバプラットフォーム
をベースとするクラスタシステム
や、そのリソースを動的に統合する

ことを可能と
する新しいク
ラウドシステ
ムの提案、高
速処理が要求
されるアプリ
ケーションの
実行プラット
フォームとしてオーバークロックを
サポートするワークステーションと
サーバ製品、スケールアウトNAS
製品など常に新しい技術を取り入れ
た製品ラインを用意しています。
　会社設立以来、豊富な構築実績と
導入事例を持つことができました。
今後も、製品ソリューションと技術
コンサルテーションで皆さんのお役
に立つことができるようにという、
強い想いを持って日々の業務にまい
進していく所存です。

　株式会社すららネットが、各種学校の教職員が一堂に会する教育分野日
本最大の「教育 IT ソリューション EXPO」に出展しました。すららネット
は「教育に変革を、子どもたちに生きる力を。」の理念のもと、高品質なeラー
ニングを国内外にリーズナブルな価格で提供し、経済格差から生じる教育
格差の根絶を目指し事業を行っています。
　発達障がいや学習障がいのある子どもでも楽しく学力を伸ばすことがで
きる製品『「すらら」小学校低学年版』をリリースし、これまで学習支援が行
き届かなかった層への画期的なeラーニング教材を製品化するなど事業を
拡大し、平成29年に株式上場を果たしました。
　今回の出展では「働き方改革」と「学びの個別最適化」を両立し、全学力層
に使えるアダプティブラーニング教材が大きな注目を集めていました。
■�問合せ　株式会社すららネット�

https://surala.jp/　 0120-441-370

スケーラブルシステムズ株式会社
☎5875-4718

https://www.sstc.co.jp

ちよだいちばのイベント情報
■�月間ご当地まつり「愛媛県松

まつ
野
の
町
ちょう
」8月30日㈮まで

　愛媛県西南部に位置し、高知県と境を接する松野町は、四万十川の支流の
一つ広見川の中流域にあり、豊かな清流にはうなぎや川ガニが生息しています。
そんな自然豊かな松野町から、名産のお茶・桃をはじめ、梅そうめん・梅塩・梅
味噌など、たくさんの梅製品が届きました。ぜひご来店ください。

■松野町のちょい飲み　8月27日㈫19：00～20：30（開場18：30）
　参加費　2,000円（税込み）　※飲み物代が別途かかります。
■問合せ　�ちよだいちば　※7月29日に下記住所へ移転しました。�

千代田区神田錦町3-21ちよだプラットフォームスクウェア1階
　　　　　☎＆ 5577-3846　※午前中の電話対応はできません。

ビジネス大賞に関する問合せ　産業まちづくりグループ
☎３２３３－７５５８

第11回　千代田ビジネス大賞　表彰企業紹介

株式会社すららネットがオンライン学習教材で大注目‼
第８回　千代田ビジネス大賞　大賞受賞企業

　まちみらい千代田では中小企業の支援を目的として、特徴ある優れた実績
を上げている企業を表彰する「千代田ビジネス大賞」を実施しています。12
回目を迎える今年も、エントリー企業を募集しています。
　興味のある企業や過去にエントリーされた企業も、ぜひこの機会にチャレ
ンジしてください。エントリー資格は次のとおりです。
・�千代田区内に本店（営業所の本拠）があり、一決算期以
上事業活動をしている中小企業または個人の商店
・経営成績および財務状態が健全であること
　まちみらい千代田、千代田区役所、各出張
所で配布している「エントリー申込書」に記
入のうえ、FAXでお申し込みください。
■問合せ　産業まちづくりグループ
　☎3233-7558　 3233-7557

第12回千代田ビジネス大賞
エントリー企業募集8月31日㈯まで

第１回マンション管理講座開催
「管理組合運営～管理組合と管理会社との関係～」
　今年度も『マンション管理講座』を開催します（全４回）。第１回目は「管理
組合の運営～管理組合と管理会社との関係～」をテーマとして取り上げます。
なお、参加には事前の申し込みが必要です。
■日　時　9月18日㈬18:30～20:30
■会　場　�ちよだプラットフォームスクウェア4階401会議室�

（千代田区神田錦町3-21）
■受講料　無料　■講　師　平

ひら
田
た
　英
ひで
雄
お

■申込み　�☎3233-3223　 3233-7557　�
kyojyu@mm-chiyoda.or.jp�

①氏名　②住所　③マンション名　�
④電話番号を記載のうえ、お申込みください。

■対　象　�千代田区内マンションの居住者、管理組合役員、所有者
■定　員　30名（先着順）
■問合せ　住宅まちづくりグループ　☎3233-3223

▲昨年度のマンション管理講座


