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ニュース

　　住宅まちづくりグループ　☎3233－3223
マンション相談窓口開設中（無料）
 問

  

　　�月曜日～金曜日（土日祝を除く）�
午前9時～午後5時（受付は午後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4階

　　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）

 時

 場

 対
 予

　　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。

 時

 場

 申

 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
分野の書籍を所蔵しています。所蔵書籍
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。

マンション管理に関する書籍貸出中（無料）
 問

　「独立したい」「経営の基本を学びたい」「定
年を機に起業したい」方を対象に、起業の基
礎が学べる起業塾を開催します。
（※新型コロナウイルス感染防止のため、4月
20日号で募集した講座が延期となりました。）
　これまで会社員・主婦の方や学生、シニア
の方など幅広い方が受講されています。カリ
キュラムは起業に必要なマーケティングや財務
など基本を学び、事業計画書を作成し、起業を具体化する際に役立てていただきます。
　小さなお子さん（未就学児）がいる方は託児サービス（1回1,000円）を利用できます。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響で中止する場合があります。

■日　時　8月20日～10月15日　毎週木曜（全９回）18時45分～20時55分
■会　場　ちよだプラットフォームスクウェア4階
■定　員　15名（定員になり次第、締切）
■受講料　区民・学生5千円　一般1万円
■問合せ　産業まちづくりグループ　☎3233-7558

　まちみらい千代田は、平成26年１月に公益認定を受け、本年６月から第８期に入りました。
　今期も[住宅まちづくり][産業まちづくり][協働まちづくり]の三体系のもと、積極的に事業展開を図り、活力ある地域社会の構築・発展に寄与します。

[住宅まちづくり]　～快適な都心居住に向けて～
　マンション関連施策では、マンションの課
題解決やコミュニティの活性化を推進
するために「まちづくりアドバイ
ザーの派遣」や「マンションのコ
ミュニティ活性化事業助成」の
拡充を図ります。また、マン
ション居住における安全安
心を一層向上させるために
「マンション安全・安心整備助
成」や「マンション防災計画等
の策定支援」の拡充を図ります。

[産業まちづくり]　～地域産業の振興に向けて～
　中小企業の経営を一層支援するため、「マ
ネジメント・サポートデスク」や「専門
家派遣等によるサポート」「ビジネ
ス法律相談」の拡充を図ります。
　また、ビジネスチャンスの創
出や区内における起業促進を
図る観点から、「千代田ビジ
ネス大賞」歴代受賞企業を対
象とした交流会を開催すると
ともに、「ビジネス起業塾」修
了者への特典充実を図ります。

 [協働まちづくり]　～理解と協力のまちづくりに向けて～
　自主的なまちづくり活動を支援する「千代
田まちづくりサポート」は、最大で3か
年の助成を受けることができます。
卒業グループが末永く活動でき
るよう、助成期間終了後の支
援を拡充します。さらに、第
８期は第20回という節目の
年に当たるため、記念誌を発
行し、これまでの活動を振り
返るとともに、活動のさらな
る充実を図ります。

　今期も、引き続き公益法人としての役割をしっかり果たすとともに、柔軟性と
迅速性を生かした事業展開により、区民をはじめ中小企業者等の皆さんの期待に
応えてまいります。
　第８期事業計画書および収支予算書の詳細はまちみらい千代田
ウェブサイトからご覧になれます。
■問合せ　協働まちづくり・総務グループ　☎3233-7556�

千代田ビジネス起業塾〈女性起業家編〉
受講生募集中！

募　集

　千代田まちづくりサポート（まちサ
ポ）は、千代田区を活気ある、住み良い
魅力的な街にしようとする市民レベル
で頑張っているまちづくり活動や、こ
れから始めようとするまちづくり活動
を支援しています。
　助成審査会当日（7月19日）は、応募
グループからの発表後、一次審査・二
次審査を経て、助成対象グループと助
成額を決定します。新型コロナウイル
ス感染防止のため、オンライン形式で
の開催を予定しています。当日の様子
や審査結果は、8月20日号でお知らせ
いたします。

■問合せ　協働まちづくり・総務グループ
　☎3233-7556�

助成審査会をオンライン形式で開催
第20回千代田まちづくりサポートお知らせ
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まちみらい千代田第８期事業計画が決まりました
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第12回千代田ビジネス大賞　表彰企業紹介紹　介

株式会社エム・マーケティング
代表取締役　原
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～人々の”知見”を紡ぐ、知見流通社会のパイオニア～

　株式会社エム・マーケティングは、
2015年に創立し今期で5期目となります。
　「『知』と『希望』にあふれた社会を作
る」というビジョンの下、知見やスキ
ルを社会に流通させるための、さま
ざまな業種業界に特化した講座を「ナ
レッジシェアマーケティング」と表現
し、展開しています。
　今回の受賞で評価いただいた社会教
育事業は、社会環境が加速度的に変化
する今の世において、真に人々から求
められる事業であると私達は確信して
います。ますますの景気減退が懸念さ
れる中、中小企業のとう汰は激しさを
増していくものと思われます。経営の
あり方や集客、商品開発に頭を抱える
経営者の方が多くいらっしゃいます。
一方でこれまでに自身のビジネスで成
功を収め、知見やスキルを豊富に有す
る方も多くいらっしゃいます。
　私たちの使命はそうした「知見を持
つ人」と「知見を求める人」とをつなぎ、
知見やスキルを次世代へと紡ぎ「いい

人が勝つ社会を作
る」ことであると
信じています。
　人が会社を興し、
その会社が社会を
形成しています。
その社会を見てみ
ると、全企業の99.7%を中小企業が占
めています。ここ数ヶ月の時世を鑑み
ると、このような非常事態の打撃を最
も被るのが中小企業である事が分かり
ます。
　しかし同時に中小企業にはイノベー
ションを起こすポテンシャルも備わっ
ています。今後は個人だけでなく、中
小企業などにも視野を広げイノベー
ションを起こすために必要な知見とス
キルを届けることで、その事業成長を
強力に支えてまいる所存です。

プライマリー・アシスト株式会社
代表取締役　石
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～心と身体のトータルケア～

　プライマリー・アシスト株式会社は、
『健康経営を世の中に普及させる』とい
う企業理念を掲げて2015年に設立し
ました。
　国民の4人に1人が75歳以上となる
いわゆる2025年問題は直ぐそこまで
きています。少子高齢化による「労働
人口の高齢化」が進んでいることから、
企業は従業員が健康で長く働き続ける
ことができる環境の整備・支援を行う
必要があります。若年労働力不足の拡
大や、若年層の志向の変化、社会環境
の変化から「健康経営」は避けて通れな
いものとなっています。
　当社はそのような時代背景の中で、
「健康経営」および「予防医療」の普及促
進を目指して独自性の高いサービスを
展開しています。今回の受賞で評価さ
れた「健康経営」を総合的に支援するコ
ンサルティングサービス、そして「食
生活」「女性の健康」「免疫力向上」「睡眠
力アップ」など企業の生産性向上を図
るためのさまざまなソリューションが

あります。
　「健康経営の推
進」はESG 投資、
SDGs における国
際的な取組みとし
ても位置付けられ
ており、ますます
重要なものと認識されるようになって
います。その中で、国は健康経営の普
及促進に加え、働き方改革から予防医
療推進へと大きく舵

かじ
を切り始めていま

す。当社が創業当初から取り組んでい
る「健康経営」および「予防医療」の普
及促進を今後もますます進めていくと
ともに世の中に新しい価値を創造して
まいります。

優　秀　賞東京都中小企業家同友会千代田支部長賞

株式会社エム・マーケティング
☎6804-5580
�https://mmark.co.jp

プライマリー・アシスト株式会社
☎4226-3858
�https://primary-assist.co.jp

　松野町は愛媛県西南部に位置する山間の町です。愛媛県で最も小さな町でありな
がら、その豊かな自然から「森の国」と呼ばれています。
　町の84％が森林であり、国立公園の滑

なめ
床
とこ
渓谷や広見川、目黒川など豊かな水を

たたえ、天然うなぎや川ガニの宝庫です。また、桃や梅などの農産物生産も豊富で、
毎年7月に開催する「桃まつり」には全国から大勢の人たちが集まります。
　今年のちよだいちばでも桃を販売予定です。また、桃を使ったジャム、梅塩や梅
ジュースに加えて、鹿ジビエソーセージなどの加工品が並びます。松野町は、小さ
な町でありながら多くの産品にあふれています。どうぞご期待ください。
■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。

イベント情報
イベント

ちよだいちばの

7月月間ご当地まつり

6月29日（月）～7月28日（火）まで
「森の国まつの」愛媛県北
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ぐん
松野町

マンションでの新型コロナウイルス
感染拡大防止策を支援します

　マンションの居住者で新型コロナウイルス感
染症感染者が発生した場合について、感染拡大
を防止するためのマンション共用部分への消毒
等作業に係る費用の一部を助成します。
■助成対象
千代田区内の分譲マンション管理組合
■助成金額
新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施
する消毒等作業に係る費用の2／3（上限額20万円）
申請書等はまちみらい千代田ウェブサイトからダウンロードできます。
■問合せ　住宅まちづくりグループ
　☎3233-3223

紹　介


