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「第12回千代田ビジネス大賞」表彰式開催
まちみらい千代田では、
中小企業の成長発展を支援することを目的として、

経営革新や経営基盤の強化に取り組んでいる企業や、特徴ある優れた活動実
績をあげている企業を、
「千代田ビジネス大賞」
として表彰しています。

第12回目の開催となる今回は、エントリー企業総数は31社、そのうち25

社が二次審査に進みました。この中から、
次の各賞が授与されます。

❶大賞

❹東京中小企業家同友会千代田支部長賞

❷千代田区長賞

❺優秀賞
（若干数）

❸東京商工会議所千代田支部会長賞

❻特別賞
（若干数）

第11回表彰式の様子

■日

今月号を含め、
まちみらいニュースでは、3回にわたってエントリー企業を紹介してきました。二次審査に残っ

た25社はいずれも、
特徴ある取り組みや、
ユニークな製品・サービスを展開しています。

当日は、交流会場を設け、エントリー企業の商品やカタログの展示、デモンストレーションも行いますので、

興味のある方はぜひご来場ください。

時

 月6日（木）15時～
2
※交流会場は14時から開場します。
■会 場 ちよだプラットフォームスクウェア
5階会議室
（千代田区神田錦町3-21）
■問合せ 産業まちづくりグループ
☎3233- 7558

『第１２回千代田ビジネス大賞』エントリー企業紹介（第3回）

お知らせ

11月号より全3回にわたって
「第12回千代田ビジネス大賞」のエントリー企業を紹介しています。
（原稿提出順）

1

株式会社平凡社地図出版

2

代表取締役

にし だ

西田

株式会社晶文社

ゆういち

裕一

業 種 出版・地図制作

3
おお た

代表取締役社長

太田

株式会社クオリティ・オブ・ライフ

やすひろ

泰弘

業 種 図書出版業

代表取締役

はら

原

まさのり

正紀

業 種 人材サービス

2018年の秋に千代田区に引っ越してきました。百
科事典を出版している平凡社の関連会社として65年の
歴史を持っています。長年の地図制作のノウハウを生
かしたデジタル地図を構築し、新しいマーケットの開拓
を狙います。

弊社は今春、
創業60周年を迎える小さな出版社です。
さまざまなジャンルの書籍とともに、中学、高校、大学な
どの学校案内、ケアマネージャー資格取得用教材など
を出版しています。ブランドロゴは、少し可愛いサイの
マークです。

当社は人材ビジネスの進化系として、社会の人的課題
をビジネスの視点で解決するソーシャルカンパニーで
す。多くの企業における多様な人材の多彩な活躍の支
援を、産学公個の間の独自のポジションから行っていき
ます。

URL▶http://www.hcpc.co.jp

URL▶http://www.shobunsha.co.jp

URL▶https://www.qol-inc.com

4

株式会社ディライト

5
代表取締役

あん の

案野

OYC株式会社

ひろゆき

裕行

業 種 スポーツ・ヘルスケア事業

6
代表取締役

きく ち

菊地

株式会社マシン

のりよし

範芳

業 種 名刺販売、
印刷関連システムの販売

代表取締役

え ぐち

江口

もとひで

元英

業 種 広告制作

弊社はプロスポーツ選手代理人事業、スポーツイベン
トの主催などの業務を行っています。さらに一般の方
向けに、スマートフォンアプリで歩数をポイント化する
と景品や現金が当たる「元気ポイント」サービスを開始
しました。

当社は、印刷会社様の名刺事業の高付加価値化に大き
く貢献できる、クラウド型名刺発注システム「法人名刺
COSMOS」を提供しています。導入費用は無料で、す
でに有名企業も導入が増えてきています。

弊社は、広告制作を主な事業とする会社です。広告だ
けに留まらず印刷物、Webのデザインはもとよりマー
ケティングのプランニングやプロダクトの3Dによるデ
ザインなど扱う範囲が広い点が特徴です。

URL▶http://delight.fit

URL▶http://www.yourcard.co.jp/

URL▶http://masin.co.jp

連 載

がんばる中小企業応援リレーコラム

第3回「中小企業のSDGs経営」
やす い てつ お

グローカル経営研究所代表 中小企業診断士 安井哲雄
SDGs（エスディジーズ）
とは、
“Sustainable Development Goals”
の頭文字を取って略した
言葉です。日本語では
「持続可能な開発目標」
と訳されています。
SDGsは、2015年の国連総会において採択された「2030年までに到達すべき開発目標の枠
組み」
です。世界経済は発展していますが、
新興国だけでなく先進国でも経済・社会・環境におけ
るさまざまな課題とリスクを抱え、将来の持続が危ぶまれています。これに対し、SDGsでは
社会や環境との調和を促進するような経済のあり方を追求し、世界の経済・社会・環境における
17の開発目標と、
その下に169のターゲットがあり、
その進捗を244の指標で図ります。
このターゲットは今後変化が起きると予想されている領域であり、ビジネスにおける新たな
需要や、潜在的に大きなマーケットが生じる可能性があります。その需要をつかみビジネスに
するには、イノベーションが必要となります。今、世界中の政府、NGO、NPO、研究機関、大学
などとともに、企業もSDGs の達成に向けてさまざまな取り組みに動き始めており、ビジネスの
あり方にも大きな影響を与えています。
このため、企業の経営戦略としてSDGsに取り組み、活用することは意義があります。今日の
マス生産・消費・情報化社会においては市場のコモディティ化
（汎用品化）
が進み、企業競争では、
製品の機能・品質と価格という従来の事業領域での差別化は難しくなっています。そこに社会・
環境等の「共通社会価値の創出」を加え、社会・取引先・顧客・消費者などのステークホルダーの
理解と支持を得ることで、
競争力強化につながります。今こそ、SDGs経営を考える機会です。

●SDGsの特徴
①普遍性（先進国を含むすべての国が行動）
②包摂性（人間の安全保障の理念を反映し、誰一人取り残さない）
③参画型（全てのステークホルダーが役割を）
④統合性（社会・経済・環境に統合的に取り組む）
⑤透明性（定期的にフォローアップ）
●SDGs経営取り組み方
Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

SDGsを
理解する

優先課題を
決定する

目標を
設定する

経営に
統合する

報告とコミュ
ニケーション

ニュース をスマートフォンでご覧になりたい方は

まちみらいニュース ◇令和 2年1月20日◇

第4回マンション管理講座

募 集

マンション再生～具体的再生検討対策～

千代田区内のマンション居住者や所有者の方を対象にマンション管理について学

べる
「マンション管理講座」
を開催します。

イベント

ばの イベント情報
ちよだいち

月間ご当地まつり

■日 時 3月11日
（水）18時30分〜 20時30分

■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）

へ

し

岩手県の最北端にある二戸市から個性豊かな特産品が届きました。
販売品

店長からのコメント

日本酒「南部美人」 今や世界の日本酒ブームの立役者的ブランドです。

■対 象 千
 代田区内マンションの居住者、
管理組合

二戸市の三大肉
「ぶっとべ」

役員、
所有者

■定 員 30名

南部せんべい

■受講料 無料

■申込み 2
 月3日
（月）
から受付開始

T
 EL：3233-3223 FAX：3233-7557

に の

「いわてのてっぺん」岩手県二戸市！〜1月31日（金）まで

第2回マンション管理講座の様子

kyojyu@mm-chiyoda.or.jp

①氏名 ②住所 ③マンション名 ④電話番号

を記載のうえお申し込みください。

■問合せ 住宅まちづくりグループ ☎3233-3223

ブランド肉で、
「ぶっ」は豚肉（佐助豚）、
「と」は鶏肉（菜彩鶏）、
「べ」は東北地方の方言で「べこ」牛肉（短角牛）の略です。
テレビ番組でも取り上げられ、二戸市の人たちには欠かせない食文化
と言えます。

ほかにも旬の限定野菜や希少品種のりんごが並ぶ予定です。ご期待ください。
■問合せ ちよだいちば
（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）
☎&FAX 5577-3846 ※午前中の電話対応はできません。
南部美人

岩手県二戸市

紹 介

南部せんべい

マンション管理組合総会の
会場費を助成！
マンションでは通常、年に1回以上、総会が開催され、重要な事項につい
て決議されます。また、総会はマンションの最高意思決定機関であるとと
もに、
区分所有者が顔を合わせる良い機会にもなります。
まちみらい千代田では、マンションの適正な管理運営を支援するため、
管理組合総会
（臨時総会を含む）
の会場費を助成しています。

●対象要件

お知らせ

千代田のまちの 活性化 に参加しませんか？
賛助会員入会のご案内

①管理規約が整備されていること
②建築基準法その他の関係法令に適合していること

まちみらい千代田の活動は、活動の趣旨に賛同された個人・法人の賛助会員の

③全戸数の半数以上、
または10戸以上が住宅として使用されていること

皆さんのご支援によって支えられています。千代田区のまちの活性化のためご

④
「千代田区マンション連絡会」※の会員であること

支援ください。

※千代田区内のマンション管理組合の理事長を会員として、隔月に開催しています。
連絡会では、行政からの情報提供やマンション管理組合の皆さんの情報交換を行っ
ています。登録を希望の理事長には、資料をお送りしますので、ご連絡ください。

■会員の特典

●助成額
（上限）

①まちづくりに関する資料や情報の提供
②主催する講演会、
セミナー等の案内
③実施した調査、
研究の結果についての概要紹介

マンション防災計画を

④まちみらいニュースの広告掲載料金の割引(法人会員のみ)

①策定しているマンション
（6千円）

⑤まちみらい千代田ウェブサイトのバナー広告掲載料金の割引
（法人会員のみ）

②策定していないマンション
（3千円）
※助成は会場使用料のみで、飲食やマイクなどの付帯設備の使用料は含みません。

■問合せ

住宅まちづくりグループ

☎3233- 3223

■会員の種類および年会費
①法人会員 1口以上
（1口＝2万円）
②個人会員 1口以上
（1口＝3千円）
■申込み・問合せ 協働まちづくり・総務グループ

まちみらい千代田
お知らせ

千代田まちづくりサポート通信
〜助成グループのイベント情報〜

〈江戸長唄ごひいき衆〉

「街の記憶を三味線と凹凸地形でたどる
～山王日枝神社・弁慶堀編」

■日
■場

時
所

■参加費
■対

2月8日（土）13時～ 16時
（12時30分受付開始）

Nagatacho GRiD 地下1階イベントホール

（千代田区平河町2-5-3）

象

3 ,500円

どなたでも参加できます。
※千代田区在住・在勤者には三味線体験チケットをプレゼントします。

■申込み・問合せ

13：00

江戸長唄ごひいき衆

☎090-9851-0348

 nagautafull@gmail.com

開会
江戸長唄ごひいき衆 実演
「元禄花見踊り」
「流れ・滝流し」

13：00 ～ 15：00

解説①「江戸の裏鬼門～山王日枝神社」
うつぼ ざ る

長唄実演「靭猿」
解説②「江戸城外堀と山王日枝神社周辺の凹凸地形」
15：00 ～ 16：00

Aコース 三味線体験
Bコース まち歩き「江戸城外堀から山王日枝神社」

建設業
一般社団法人改修設計センター
株式会社楠山設計
株式会社久保工
株式会社竹中工務店
一般社団法人東京都建築士事務所協会千代田支部
株式会社ナカノフドー建設
パシフィックコンサルタンツ株式会社
製造業
KKテクノロジーズ株式会社
瀬味証券印刷株式会社
東京スクリーン株式会社
株式会社ハセッパー技研
ハネクトーン早川株式会社
富士ゼロックス株式会社
株式会社ムレコミュニケーションズ
卸売・小売業
鈴木治作株式会社
鈴新株式会社
株式会社つばさテクノ
株式会社トキワ
株式会社ユニフォームネット
金融業
株式会社きらぼし銀行神田中央支店
興産信用金庫
西武信用金庫神田支店
みずほ信託銀行株式会社
サービス業
株式会社i-tec24
株式会社弘周舎
株式会社こどもの館
株式会社翔設計
保険業
株式会社FEA
日新火災海上保険株式会社 東京事業部 東京西支店

☎3233- 7556

法人賛助会員

情報通信業
株式会社メディアリンク
不動産業
エヌティティ都市開発株式会社
協永ソフトエンジニアリング株式会社
住友不動産株式会社
天翔ビルディング株式会社
東京建物株式会社
プラットフォームサービス株式会社
三井不動産株式会社
三菱地所株式会社
安田不動産株式会社
その他
株式会社アズーム
株式会社イサミヤ
有限会社エイアイ企画
ゴージョージャパン株式会社
株式会社コンベンションリンケージ
株式会社住宅あんしん保証
株式会社すららネット
株式会社TALO都市企画
一般社団法人 千代田区観光協会
東洋美術印刷株式会社
NPO都市住宅とまちづくり研究会
日産緑化株式会社
株式会社日昇緑化研究所
株式会社日精ピーアール
ノーラエンジニアリング株式会社
株式会社バイオレンジャーズ
ビヨンドネクストアカウンティング株式会社
株式会社フィレール
一般社団法人マンション管理組合支援センター
株式会社リブリッジ
株式会社ワンスイン

紙面へのご意見・ご感想、広告掲載希望は、まちみらい千代田まで☎ 3233-7555

※五十音順

令和元年12月現在

