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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

  

　　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

千代田ビジネス起業塾
 ＜一般起業家編＞受講生募集！

　「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。
　会社員・主婦・学生、シニアの方など、
年齢・性別は問いません。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。
　参加者にはマスクの着用等、新型コロナウイルス感染症対策にご協力いただきま
す。なお、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となる場合があります。運営途中
で関係者に感染者が出た場合は、以降の講義を一律中止とします。その場合、千代田
区特定創業支援事業の認定対象とはなりません。受講料は全額返金します。
■募集開始　区民…12月１日（火）９時～
　　　　　　一般…12月８日（火）９時～
■日時　令和３年１月21日～３月25日　毎週木曜（全９回）
　　　　18時45分～20時55分　
　　　　※２月11日（木・祝）は開講しません。
■会場　ちよだプラットフォームスクウェア５階
■定員　20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
■申込み　まちみらい千代田ウェブサイト（右記二次元コード）をご確認ください。
■問合せ　産業まちづくりグループ　☎3233-7558

募　集

▲受講風景

　感染拡大が懸念される新型コロナウイルスも、毎年のように流行す
るインフルエンザも原因は「飛沫」と「接触」であると言われています。
これから冬に向け、新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症
に対してマンション内でできる予防対策を確認しておきましょう。
　「飛沫」対策
　①共用部分を通る時のマスク着用をルール化する（掲示の徹底）
　②エレベーターは少ない人数で乗る（混んでいたら次まで見送る）
　③エントランス、廊下、エレベーターかご内などでの会話は控えめに
　④集会室を利用する際は人数、座席間隔、換気などに配慮する
　⑤発熱やせき、体のだるさなど体調が悪いときは自室内にとどまる
　「接触」対策
　⑥�エレベーターホール等にアルコール消毒液を設

置する
　⑦�エントランス操作盤やドアノブ、エレベーター

操作ボタンなど接触部分の消毒
　※�日常清掃の範囲でどこまで実施できるのか、費

用対効果も含め管理会社との協議が重要です。
　マンション内でできる対策を挙げてきましたが、帰宅後の石鹸での
手洗いは感染予防の基本ですので、しっかり励行してください。マンショ
ン居住者の協力により、この冬の感染拡大を乗り越えていきましょう。
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冬に向けたマンションでの
感染症対策7か条
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マンション

がんばる中小企業応援リレーコラム

第２回  中小企業のテレワーク実現ポイント
　新型コロナウイルス感染拡大で「テレワーク」「在宅勤務」の導入が急激に進
みました。最大のメリットは、「通勤時間をなくせる」ことです。業務の生産性
向上、ワーク・ライフ・バランスの実現等が見込めますが、導入にあたっては環
境の整備が不可欠です。今回は「テレワーク」の現状を踏まえつつ、導入・実現
のポイントを解説していきます。

１　テレワークの現状

　昨年頃から「働き方改革」の最重要キーワードとして「テレワーク」「在宅
勤務」という言葉が出てきました。しかし、実際に導入した企業はごくわず
かで、意識もしていなかったと思われます。

　しかし、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言により、感染対
策の名目で結果的に首都圏を中心に導入が急速に広まりました。また、コミ
ニュケーションツールとして「Zoom」「Microsoft�Teams」などが頻繁に
話題にのぼるようになりました。

２　テレワークの導入ポイント

　「テレワーク」の導入には、ICT（情報通信技術）の視点が先行する傾向にあ
ります。しかし、ICTはあくまでも手段で、１つの視点にすぎません。下記
に導入において大切なポイントを3点紹介します。
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（１）導入・目的�
　導入は情報システム部門で推進していきます。目的は「オフィス以外でも、
安全で適切なシステム整備で働けるICTシステム・ツールを選択し導入する
こと」です。
（２）人事・労務�
　効果的に運用するためには、適切な労働環境になるよう人事・総務部門に
よる「ルール」作りが必要です。
（３）実施・推進�
　推進の目的は「テレワークを導入するうえで用意すべき体制や理解を得
る方法と、その後普及させていくために必要な体制を整備し、実行すること」
です。
３　実現のポイントは経営者

　ビジネスの前提は必ずしも「対面」でなく、「非対面」の場面も増えています。
経営者としては、「テレワークはあくまでも業務方法の手段の選択肢が増えた」
と捉えて、現状を踏まえ、企業として、顧客から見て最適な業務は何か？と
いう視点で、「新しい仕事様式」であるテレワークでの「業務改革」の検討を
お勧めします。国や東京都が中小企業向けの支援制度を用意していますので、
それらの活用も検討しましょう。

　　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



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

まちみらいニュース  ◇令和2年11月20日◇

　大分県国東市は人口約3万人、国東半島のほぼ東半分を占める地域です。
山岳地域は、日本で初めての国立公園である「瀬戸内海国立公園」に指定され
るなど、豊かな自然を有しています。
　また、神仏習合の文化が栄え、地域の至る所に寺院や神社が点在している
ことから、国東市は「仏（ほとけ）の里くにさき」と呼ばれています。
　農産物や海産物も豊富で、香り豊かな肉厚の原木しいたけ、サヨリやハモ
の加工品など多種多様です。
　また、昨今の唐揚げブームの火付け役とも言える「大分唐揚げ」の中で「く
にさき唐揚げ」と呼ばれる唐揚げも大人気です。
　豊かな自然が生み出すバラエティ豊かな「くにさき産品」をぜひお楽しみに。

　株式会社すららネットが、9月16
日から18日に幕張メッセで行われ
た、「第11回�教育総合展」へ出展しま
した。当社は「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ラーニング教材をリーズ
ナブルな価格で国内外に提供してお
り、地域ごとの経済格差等から生じ
る子どもの教育格差の根絶を目指し、
精力的に事業を行っています。
　また、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
ことができる製品をリリースし、さまざまな層への学習機会を提供してい
ます。
　国内外のオンライン授業やテレワークの需要は、今後ますます高まって
いくことが予想されます。当社の有する品質の高い教材や、豊富なノウハ
ウは非常に有用であり、新しい生活スタイルが求められる昨今、更なる活
躍が期待されています。

イベント情報
イベント

ちよだいちばの

「大分県国
くに
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し
」11月30日（月）～12月25日（金）まで

☆12月月間ご当地まつり☆

■毎日ご当地！�ちよだいちばの「日替わりご当地産直ランチ」もご期待ください！
■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。

サヨリのかば焼き

多様な日本酒

第8回千代田ビジネス大賞　大賞受賞企業
株式会社すららネットがオンライン学習教材で大注目！

報　告

大分県国東市

千代田まちづくりサポート通信お知らせ 〜助成グループのイベント情報〜 詳細は各グループに
問い合わせてネ！

　コロナ禍で新しい生活様式が求められ
る中、神田の街を盛り上げたい！と熱い
気持ちで発足した「神田でパンダ」、活動
の第一弾として、メインキャラクターと
ロゴを皆さんの投票で決定します。
　神田在住の方はもちろん、子どもたち、
在勤・在学者など神田にご縁のある方の
投票をお待ちしています。一緒に神田を
盛り上げていきましょう！
■キャラクター・ロゴ候補
右記チラシ記載のＡ～Ｃの３案
■投票方法　右記二次元コードから投票
ページにアクセスのうえ、Ａ～Ｃいずれ
か一つに投票ください。
■投票期限　11月28日（土）正午まで
■結果発表　締切同日の午後、千代田
まちづくりサポート中間発表会および�
ツイッター（＠kandadepanda）で発表
します。
■問合せ　神田でパンダ事務局　
kandadepanda@gmail.com

「神田でパンダ」
～パンダでまちを盛り上げよう！キャラクター投票受付中～

▲当日の出展ブースの様子

▲ウェブサイトではバックナンバーもご覧いただけます

■企業広告
株式会社すららネット　代表取締役社長　湯
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所在地　千代田区内神田1-13-1豊島屋ビル4階
�https://surala.jp　☎5283-5158

＜主な掲載内容＞
・�第20回千代田まちづくりサポート助成審査会
の概要

・�応募グループの概要・審査会委員のコメント
・会長総評・まちサポトピックス
・応募グループの活動マップ
＜配布場所＞
・ちよだプラットフォームスクウェア4階
・�千代田区役所総合窓口課（区政情報コーナー）
・各出張所
■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No.35
　　　　　　　　　　　　　を発行しました

お知らせ

まちみらい千代田
ウェブサイトでも
公 開 しています。
右記二次元コード
からアクセスくだ
さい。

　食を切り口に、多様な文化が渦巻くインドの今を体験してみませんか？おうち
の画面から楽しめる世界の「見る」「聞く」「味わう」を子どもも大人も。

12月5日(土)　11時～12時15分
ベジタリアンカレーを一緒につくろう！
みんながキッチンからつながります。地球にもお
腹にもやさしいお肉を使わないカレーをご紹介
します。※ビデオ会議アプリのZoomをご準備く
ださい。

映画からわたしたちの未来をのぞこう！
インド各地のドキュメンタリー映画を気ままにお
うちから。わたしたちの未来を映し出す7作品を
セレクトしました。※各自ブラウザを使ってお好
きな時間にご覧ください。

■参加費　1,500円（食材等の費用、映画視聴料を含む）
■形式　オンライン（食材等は事前に配布、配布場所は別途お知らせします）
■定員　10名（抽選）　
■締め切り　11月27日(金)　
■申込み　右記二次元コードからLINEで応募ください。
■問合せ　 hello@spoon-projects.co

「スプーン・プロジェクツ」
～世界の食卓をおうちからのぞこう！インド編～
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11月から次のとおり営業時間が変更となります。11時30分～16時30分（土日祝日休み）


