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今年のマルシェ
はオンライン！

「スプリングマルシェ（オンライン）
」

全国14の地域からその地域のおいしいものを厳選してお届け！
スプリングマルシェを今年はオンラインで開催します！

■出店地域・販売品
出店地域

販売品

ご じょう め まち

秋田県五城目町
いと い がわ し

■開催期間

新潟県糸魚川市

3月18日
（木）
～3月31日
（水）

はなわ まち

福島県塙町

■対象 千代田区在住、
在勤、
在学の方
■購入方法

し

茨城県北茨城市
とり で

下記
「ちよだいちば」
ウェブサイトをご確認ください。
https://www.chiyodaichiba.com/item

し

茨城県取手市
お やま し

栃木県小山市
つま ごい むら

群馬県嬬恋村
きみ つ

糸魚川産甘エビ 急速冷凍 生食用
春のデトックス！ヘルシーセット

きた いばら き

※送料はちよだフードバレーネットワークで負担します

だまこ・きりたんぽ鍋、
地酒セット

し

千葉県君津市
み うら し

神奈川県三浦市

あんこう鍋セット
イチゴ
（いばらキッス）
/ 訳あり
超レア！小山発 日本蜜蜂＋国産生蜂蜜
高原生まれのお米と春の山ウド＆幻のキャベツ419のピクルス
旬の有機野菜詰め合わせ
新鮮まぐろセット

まつ やま し なか じま

愛媛県松山市中島 島の
「せとか」
とシトラスバスケットBOX
せ

ら ちょう

広島県世羅町
くに さき し

※写真はイメージです

大分県国東市
ひら ど

し

長崎県平戸市
まくら ざき し

鹿児島県枕崎市
■問合せ

春の味わいセット
し ら ぬ い

芳醇な香りと濃厚な甘み！岸田果樹園の不知火
うちわえび鍋セット
かつおバラエティセット

ちよだフードバレーネットワーク
（担当
☎090-1106-0182

募 集

第2回マンション管理講座開催

マンション再生
（～長寿命化と建替えの検討～）
をテーマとして開催します。
なお、
参加には事前の申し込みが必要です。
■日

時 4月14日
（水）
18時30分～20時30分
場 ちよだプラットフォームスクウェア5階会議室

また、今期も新たに書籍を購入する予定です（４月頃入荷予定）。新規書籍
ます。
購入予定の書籍紹介（一部）

やましたせい じ

書籍名

師 山下誠二
（マンション管理士／写真）

■申込み ☎
 3233-3223

FAX 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

出版社

① マンション管理・修繕・建替え大全 2021

朝日新聞出版

② マンション管理組合広報様式集

マンション管理センター

を記載のうえお申し込みください。

象 千代田区内マンションの居住者、
管理組合役員、所有者
※新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクの着用、会場入室時の
手指の消毒、
職員による検温にご協力をお願いします

■定

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

を含めた所蔵書籍のリストは、まちみらい千代田ウェブサイトで公開してい

■受講料 無料

■対

マンション関連書籍を
貸出ししています

です。

（千代田区神田錦町3-21）
■講

otsuka@npo-noshokorenkei.jp

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。貸出しは無料

※新型コロナウイルス感染症の影響で延期・中止となる場合があります。
■会

お知らせ

大塚）

員 20名
（先着順）

③ これで完璧！マンション大規模修繕（増補改訂版） エクスナレッジ
④ マンション防災の新常識
⑤

■問合せ 住宅まちづくりグループ

合同フォレスト

SDGs のまちづくり 持続可能なマンション再生
プログレス
住み続けられるマンションであるために

そのほか、6 冊程度の書籍購入を予定しています。

☎3233-3223

■問合せ
住宅まちづくりグループ

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。

☎3233-3223

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3年3月20日◇
イベント

ばの イベント情報
ちよだいち

１

や く しまちょう

世界自然遺産の
「鹿児島県屋久島町」 3月29日（月）～4月23日（金）
ちよだいちばの月間ご当地まつりにい

DX が注目された背景

2018年9月、経済産業省から『DX レポート～ IT システム「2025年の崖」の克服と
DX の本格的な展開～』というレポートが発表されて以来、DX が広く一般にも注目
(1) 大企業は部分最適なＩＴ投資を行っていること。

が登場です。

(2) そのようなシステム維持費にＩＴ予算の9割が使われていること。

屋久島と言えば、皆さん思い出される

(3) この状態のままでは2025年以降、年間12兆円の損失が生じること。etc…
コロナ禍でデジタル化の遅れが課題となり、DX への関心はさらに高まっていま

のは屋 久 杉 などを始 めとした大 自 然 に

す。例えば、
「DX」というキーワードの日経新聞への登場回数は、2019年の177件が、

脈々と生息する動植物の数々ではないで
しょうか。うっそうとした森林の神秘的
な風景は多くの人たちを魅了し続けてい
ます。

2020年は1,301件と急増しました。
樹齢およそ1000年を超える杉が屋久杉
と呼ばれます

そんな屋久島町から、ちよだいちばに
地元限定の産品が 60 品目ほど届きます。
地元の郷土食材も当店のご当地弁当に登
場する予定です。
世界自然遺産に登録され、大自然と人
が共存する類まれなる地域屋久島の産品
に触 れることができる貴 重 な機 会 です。 古くは屋久杉の積み出し港として栄え
た宮之浦港
どうぞお楽しみに。
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。

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〜

「ちよとも」

～「ちよとも」で学んでみませんか？～

ちよとも

×

困難な時期を乗り切るポジティブ心理学

ポジティブ心理学実践インストラクターの成瀬

２

DX とは
（DX の定義と事例）

DX（Digital Transformation）とは、5G や AI・IoT などさまざまなデジタル技術を
活用し、配車サービスや動画配信などのそれまでにないビジネスモデルを構築する
ことです。それらには、競争環境を一変させる可能性が高いという特徴があります。
３

DX という環境変化に対応できないと

競争環境を一変させる DX ですが、中小企業経営者の関心は未だ低く、環境の変化
に慣れてしまい対策をとらなければ、気付いた時には手遅れになります。今求められ
るのは、環境変化に敏感になり、自らを意識的に変容させていく姿勢です。
４

中小企業はどのように DX に取り組むか

経営資源の限られる中小企業の経営者がDXへ取り組む際のポイントは3点あります。
(1) 長期間かけるという前提で、自己変革を続ける組織風土を醸成すること。
(2)DX の取り組みに対し、経営者が常に関与し、リーダーシップを発揮すること。
(3) 経営戦略とIT技術の双方に詳しい人材
（CDO：最高デジタル責任者）
を確保すること。
中小企業診断士やITコーディネータなどの専門家の活用も検討するとよいでしょう。

お知らせ

商品の企画から製品化、量産化、商品化、販路開拓までの一連のプロセスを
実践的に習得し、新たな自社製品開発を通じて新規事業立ち上げに挑戦する
企業をサポートする事業です。
■対象

※ソフトウェアやビジネスモデルのみの開発などは対象外です
※支 援対象とならない製品もありますので詳細は問合せ先へご

必要なポジティブ心理学。
「ちよとも」と一緒に学

確認ください
■場所

■日時 3月27日
（土）
10時～12時
（開場9時50分）
■形式

オンライン
（Zoom を使用します）

■定員

100名
二次元コード
（Peatix）
から申し込みく
ださい

■問合せ

ちよとも
chiyodatomodachi@gmail.com

自社技術等を活用して、新製品・自社製品の開発、事業化を目指す都
内中小企業

激動のコロナ時代、困難な時だからこそ、今こそ
んで、
乗り切っていきませんか。

事業化チャレンジ道場

～
【参加企業募集】新製品開発で新規事業を立ち上げる！～

まゆみ先生をお招きして講義をしていただきます。

■申込み

中小企業も今こそＤＸ

されるようになりました。同レポートには以下の内容が書かれていました。

よいよ世界自然遺産の鹿児島県屋久島町

お知らせ

第4回

本記事は概要版です。
全文はこちらから
！

ちよだ診断士会 中小企業診断士 土田哲

☆4月月間ご当地まつり☆

■問合せ

がんばる中小企業応援リレーコラム

連 載

■費用

( 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

多摩支社

東京都昭島市東町3-6-1

初年度1社7万円（税込）

■申込締切 令和3年４月12日
（月）
※選考のうえ、
参加企業を決定します
■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

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

