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報 告

「第12回千代田ビジネス大賞」表彰企業10社が決定

「第12回千代田ビジネス大賞」表彰式を2月6日に開催しました。今回は、25社がノミネートし、
審査の結果、10社を表彰しました。
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中小企業を表彰しています。
表彰企業は、次号より順次紹介していきます。

大 賞

千代田区長賞

ぜんち共済株式会社

株式会社ドゥファイン

工会議所千代田支部会長賞
東京商

小企業家同友会千代田支部長賞
東京中

優秀賞

エム・シー通商株式会社

報 告

特別賞

株式会社エム・マーケティング

株式会社IDマネジメント

株式会社Special Medico

株式会社エン・デザイン
株式会社シーシー・ネットワーク

プライマリー・アシスト株式会社

住宅金融支援機構と協定を締結しました
〜マンションへの支援を連携して推進〜

株式会社平凡社地図出版

中止のお知らせ 第19回千代田まちづくりサポート

千代田区内マンションの維持管理の適正化および再生支援を行うこ

4月12日（日）の開催を予定していま

とを目的として、令和元年12月26日に独立行政法人住宅金融支援機

した千代田まちづくりサポートの活動

構と「マンションの維持管理の適正化及び再生支援に関する協定」を

成果発表会は、
「新型コロナウイルス」感

締結しました。

染拡大の影響を踏まえ中止としました。

「マンションすまい・る債」や「マンション共用部分リフォーム融資」

活動成果発表会

今年度の助成グループの活動成果を

など、金融の観点からマンション管理組合への支援を行っている住宅

まとめた報告書については、後日まちみ

金融支援機構と連携し、支援のさらなる充実化を推進していきます。

らい千代田ウェブサイトに掲載予定です。
助成グループの活動概要については、
下記 URL をご確認ください。
■問合せ

協働まちづくり・総務グループ

☎3233-7556

URL https://www.mm-chiyoda.or.jp/machisapo（右記二次元コード）
部門

一

般

はじめて

マンション管理に関する書籍貸出中
（無料）
問 住宅まちづくりグループ

☎3233－3223

まちみらい千代田では管理組合運営、修繕、建替え、
マンション防災などマンションに関するさまざまな
分野の図書を所蔵しています。所蔵図書
のリストは、まちみらい千代田のウェブ
サイトで公開しています。

グループ名

助成額（万円）

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

サンサン会

5

スプーン・プロジェクツ

5

マンション相談窓口開設中
（無料）

中小企業向けビジネス法律相談随時受付中（無料）

時 月曜日～金曜日
（土日祝を除く）


時 応相談

場 千代田区神田錦町3-21

場 千代田区神田錦町3- 21

対 千代田区内のマンション居住者および所有者
予 応相談
（個人情報が公開されることはありません）

申

問 住宅まちづくりグループ

☎3233－3223

午前9時～午後5時（受付は午後4時まで）
ちよだプラットフォームスクウェア4階

問 産業まちづくりグループ

☎3233－7558

（お問い合わせからおおむね1週間前後）
ちよだプラットフォームスクウェア
電話にて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。

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3月20日◇
イベント

千代田まちづくりサポート通信

募 集

ばの イベント情報
ちよだいち

〜助成グループのイベント情報〜

海老原商店を活かす会（第16回・普請部門）
「考える人」
“Thinkers”

月間ご当地まつり

昭和初期の神田川界隈の息遣いを今日まで残す海老原商店にて、経歴や媒体の異

か

ぞ

し

日本有数の穀倉地帯、埼玉県加須市まつり

〜3月31日
（火）
まで

なる4名のアーティストによる美術展を開催します。
「我々が生きる世界のその先
をどう生き残るのか」という問いを底流に据え、展覧会〈見る期間〉と、トークイベン
トやワークショップによる
〈考える期間〉
の2部構成で行います。
開催内容
考える期間① プレオープニングトークイベント
●ゲスト：松岡正剛／ナビゲーター：秋山珠里
考える期間② ワークショップ 「価格を決める」

4月4日（土）16時～ 17時

見る期間〈展覧会〉

4月5日（日）～ 19日（日）
12時～ 19時（月曜日休催）

日時

があったほどの一大うどん圏を誇っています。
今回のご当地まつりでは、米や小麦・野菜といった加須市の豊かな食が生か
された加工品や生鮮食品をご紹介しています。

4月5日（日）12時～ 19時

考える期間③ クロージングトークイベント
●ゲスト：河合政之
クロージングパーティー

おいしいお米で作られた老舗のせんべいや日本酒、地元で人気のブランド豚
肉「香り豚」を使ったしゅうまいなど、東京ではなかなか出会うことのできない

4月19日
（日）17時～ 19時

食がいっぱいです。ぜひご賞味ください。

4月19日
（日）19時～ 20時

■問合せ ちよだいちば

■場
所
■出品作家
■主
催
■協
力
■参加費
■申込み
■問合せ

加須市では、米はもちろん小麦・野菜・果物の栽培に加え、酪農も盛んに行わ
れています。特にうどんは郷土食であり、最盛期には60店舗ほどのうどん店

海老原商店
（千代田区神田須田町2-13-5）
秋山珠里、林俊、久松知子、マイケル・ウー
ぷいーんカンパニー、海老原商店を活かす会
NPO 都市住宅とまちづくり研究会、

島田信弘建築設計事務所
無料
（考える期間の各イベントへの参加は投げ銭制）
不要
NPO 都市住宅とまちづくり研究会 ☎ 5207-6277

（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。
埼玉県加須市

※
「新型コロナウイルス」の今後の状況に応じて、イベントの一部あるいは全部が中止・
延期になる可能性があります。開催の予定や状況は下記URLをご確認ください。

URL https://www.ebiharashoten.com/（右記二次元コード）
連 載

がんばる中小企業応援リレーコラム

第４回「中小企業の身の丈経営」

やなぎ

よしひさ

中小企業診断士 柳 義久
「身の丈経営」というと、何か消極的で、慎重に石橋を叩いても渡らない経営
だと思うかもしれませんが、決してそうではありません。
「身の丈経営」とは、性急な事業拡大を目指すのではなく、自社の持てる経営
資源
（ヒト・モノ・カネ）
を上手にバランスさせながら、長期にわたって堅実な発
展を目指す経営のことです。

お知らせ

事業化チャレンジ道場

1. 経営理念の明確化でブレない経営
「身の丈経営」推進の大前提ともなるのが、当社は「何のために存在するのか」
あるいは「こうありたい」との志を示す経営理念 を明確にすることです。
※

明確な経営理念がないと、売上が伸びなくなった際に「隣の芝生が青く見え

～自社にしか開発できない新製品でチャレンジする企業をサポート！
■内

容

新規事業を立ち上げることを目的に、成長性のある市場を見出
し、製品企画から販路開拓までのプロセスを実践的に習得して

る」ように、自社に経営資源もないのに、他の領域に手を出して失敗してしまう

いきます。

ことがあります。

対象製品、事業内容等詳細は下記URLをご確認ください。

2.「不易流行」
“伝統とは革新の連続である”
「不易流行」とは、不易＝変えてはいけない部分、流行＝変えなければならな
い部分と言う意味です。この言葉が経営用語として使用される場合、経営理念
は簡単に変えてはならない
（不易）
が、販売方法などは時代の変化に対応してい

■対

象

■場

所 （公財）東京都中小企業振興公社
城南支社（東京都大田区南蒲田1-20-20）

かなければならない
（流行）
、ということを意味しています。
3. 地域と共生するという意識
全国展開するお店が増え、合理化のため全国画一の商品を提供しようとして
きましたが、最近では地域に対応した商品が提供されるようになりました。

都内に主たる事業所を有し、自社技術等を活用して、新市場を目
指し新製品・自社製品の開発・事業化を目指す中小企業

多摩支社（東京都昭島市東町3-6-1）
■費

用

■募集締切

1 社7万円（税込）
4 月15日（水）
必着※選考のうえ、
受講企業を決定します。

■問 合 せ （公財）

東京都中小企業振興公社城南支社経営支援係
☎3733- 6284

4. まとめ

URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/seminar/dojo.html

－身の丈経営とは－
経営資源のバランス

経営資源のアンバランス

ヒト

ヒト

モノ

カネ

モノ

お知らせ

カネ

左図はバランスのとれた経営、
右図は、
「物」は良いがそれを
提供するための「人材」と「資
金」が乏しい状態。

ヒト

カネ

モノ

－マンション生活を快適に過ごすための冊子を配布－
まちみらい千代田では、マンション生活を快適に

隣～共同生活知恵袋～」を配布しています。

経営資源の成長

モノ

上下二軒両隣 ～共同生活知恵袋～

するためのマナーとルールを掲載した「上下二軒両

－身の丈の成長イメージ－

ヒト

dojyo@tokyo-kosha.or.jp

カネ

左図は、成長した「物」に対し
て、徐々に「人」が成長し、
「資
金」も拡大して、バランスの
とれた経営を目指していく過
程を表しています。
「身の丈
経営」とは、こうした堅実な
事業展開を指しています。

このたび、増刷に伴い、掲載内容の一部を改訂し

ました。

更新した冊子は区内の各分譲マンショ

ンへ一冊送付予定です。

また、冊子の電子データは、まちみら

い千代田ウェブサイトで公開しています。

※ 小林隆一
（2010）
『
「身の丈」を強みとする経営』日本経済新聞出版社19頁

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

