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お知らせ

まちみらい千代田 第9期事業計画が決まりました
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９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、積極的かつ臨機応変に事業展開を図ります。
特に新型コロナウイルス感染症対策やＤＸ推進支援等に注力し、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～

［産業まちづくり］
～地域産業の振興に向けて～

マンション居住支援策として、
「総合相談窓口」や

［協働まちづくり］
～理解と協力のまちづくりに向けて～

中小企業の経営や起業への支援策として、
「ビジネ

「マンション管理講座」のオンライン対応を推進する

ス法律相談」
「インキュベーション施設活動支援」
「ビ

わせが増えていることから「まちづくりアドバイザー

中小企業のＤＸの推進等を積極的に支援するため
「マ

とともに、高経年マンションの再生に関する問い合

「ま ち み ら い ニ ュ ー ス」の 内 容 や「ま ち

みらい千代田ウェブサイト」
「Facebook」

ジネス起業塾」
のオンライン対応を推進するとともに、

の派遣」や「マンション再生方針検討助成」の充実に

「Twitter」の運用を一層充実し、財団の活動
を広く周知するとともに、利用者への有用

ネジメント・サポートデスク」や「専

努めます。また、マンション居住を

な情報の提供に努めます。

門家派遣等によるサポート」の拡充

一層安全で安心なものとしていく

を図ります。また、地方との連携を

ために「マンション安全・安心整備

一層推進するため、
「ちよだフードバ

助成」や「防災用品等準備助成」の

レーネットワーク」サイトの改善検

拡充を図ります。

討を支援します。

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。
なお、第9期事業計画書および収支予算書は「まちみらい千代田ウェブサイト」で公開しています。

■問合せ

協働まちづくり・総務グループ

☎3233-7556

募集

募集
オンライン講座

〈女性起業家編〉受講生募集！

「第1３回千代田ビジネス大賞」募集開始
まちみらい千代田では、中小企

千代田ビジネス起業塾

「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

業の発展を支援することを目的

象に、起業の基礎が学べる起業塾をオンラインで開催します。

化に取り組んでいる企業や、特徴

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

る企業を表彰する「千代田ビジネ

※オンライン開催のため、
託児サービスの利用はできません。

として、経営革新や経営基盤の強

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

ある優れた活動実績を上げてい
ス大賞」を実施しています。

千 代 田 ビ ジ ネ ス 大 賞 は、平 成

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。
▲「第12回千代田ビジネス大賞」表彰式

20年から始まり、エントリー数は累計300社以上、表彰企業は93社に上
ります。

■募集開始

区民…7月5日
（月）
９時～
一般…7月8日
（木）
９時～

■日

時 8月19日～10月21日 毎週木曜日（全9回）
18時45分～20時55分

エントリー資格は、次のとおりです。

・千代田区内に本店
（営業の本拠）
があり、
1決算期以上事業活動をしている

■会

・経営成績および財務状態が健全であること

■定

■受 講 料

区民・学生5千円

ください。エントリー申込書およびパンフレットは、7月1日

■申 込 み

まちみらい千代田ウェブサイト
（右記

でも配布します。

■問 合 せ

産業まちづくりグループ

中小企業または個人の商店

「エントリー申込書」
をご記入のうえ、FAXにてご提出

☎3233-7558

マンション管理に関する書籍貸出中
（無料）
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。
問 住宅まちづくりグループ
☎3233-3223

インターネット回線を通じたオンライン形式
（Zoom を使用します）

員

20名（定員になり次第、
締切）
一般1万円

二次元コード）
をご確認ください。

より、
まちみらい千代田のほか千代田区役所、
各出張所窓口
■問合せ 産業まちづくりグループ

場

FAX3233-7557

☎3233-7558

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

申 電話にて予約状況をご確認ください。

問 住宅まちづくりグループ

問 産業まちづくりグループ

9時～17時（受付は16時まで）

ちよだプラットフォームスクウェア4階

予 応相談（個人情報が公開されることはありません）

☎3233－3223

（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

相談内容は、
ビジネス相談に限ります。
☎3233－7558

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6月20日◇
イベント

ちよだいちばのイベント情報
☆7月月間ご当地まつり☆
ま つ

の

ちょう

愛媛県松野町

愛媛県

6月28日
（月）
～7月27日
（火）

松野町

愛媛県松野町は愛媛県西南部に位置する山間の町です。
町の面積の84％が森林に覆われ、その中を流れる広見川、目黒川など
の川が豊かな水をたたえ、川ガニや天然うなぎの宝庫となっています。

の
森の国、松野町
ら
感じ れる
豊かな自然を
品を
さまざまな産
ださい。
ぜひご賞味く

夏場になると、松野町での自然を満喫できるレジャーを体験しようと
いう人々が多く訪れます。中でも滑床渓谷キャニオニングは大人気です。
また、梅や桃、茶の栽培が盛んで、さまざまな梅の加工品やバラエティ
に富んだ品種の桃があります。
今回の松野町まつりでも、さまざまな種類の梅干し、梅の飴や梅塩、梅

■ 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。

ジュース、調味料や桃などを販売する予定です。さらに近年、松野町が力
を入れているのが「松野町ジビエ」。良質な鹿肉のパストラミ、ソーセージ、
燻製ハムなどの加工品は毎年ちよだいちばでも大好評です。

紹介

お知らせ

第21回千代田まちづくりサポート

公開審査会を
YouTubeで配信します

千代田ビジネス大賞歴代受賞企業
第3回大賞受賞

企業名：鈴新株式会社

代表取締役社長：鈴木 猛

100年企業を目指し、専門商社としての方針と伝統を貫く
時代の変化に合わせた商品開発と提案営業

千代田まちづくりサポート（まちサポ）は、

現社長の父が昭和10年に創業以来、時代に合わせた製品

千代田区を活気ある、住み良い魅力的な街

ました。昭和57年に現社長が事業を引き継ぎ、国際通信需

まちづくり活動や、これから始めようとす

開発と提案営業により鉄鋼二次製品を産業界に販売してき

にしようとする市民レベルで頑張っている

要の増大を見据えて海底ケーブルの光ファイバーの保護に

るまちづくり活動を支援しています。

用いる三分割鉄個片をメーカーと共同開発し、その分野の

公開審査会当日は、応募グループからの発

オンリーワン企業となり発展してきました。

表後、一次審査・二次審査を経て、助成対象

千代田ビジネス大賞受賞後の苦境を乗り越え

受賞後10年余りが経過し、この間、一部商材の受注減少など苦しい時期もあり

ました。しかし、当社を信頼していただく顧客企業からの要望に真摯に応えながら

グループと助成額を決定します。当日の様
子は YouTube でライブ配信します。

風力発電の電力ケーブルに用いる「ＰＰヤーン」の供給などさまざまな産業へ販路

日

続けてきました。また、千代田区のグリーンストック作戦への参加など環境に対す

視聴方法

課題は、伝統を受け継ぐ人材の育成と事業承継

問 合 せ

を広げ、メーカーと顧客企業をつなぐ流通の担い手として堅実で安定した経営を
る活動にも取り組んできました。

専門商社としての役割を貫き、取引先の信頼

に応えていく方針はこれからも変わらず伝統と

時

７月18日（日）

９時〜17時（予定）

まちみらい千代田ウェブサイトを

ご確認ください。

協働まちづくり・総務グループ

☎3233-7556

して持ち続けていくとのお話を社長よりうかが

いました。そして、昨年に創業85周年を迎え、こ
の方針を守り続ける人材の育成と、次世代に向
けた事業承継が課題となっています。

受賞当時に発行した「創業75周年記念誌」に、
『これからの鈴新

〜末永く、しな

やかに〜』というタイトルで２ページ以上にわたり100年企業を目指す社長の思い
がつづられています。

一貫した方針を伝統として持ち続けることを通して、千代田区にまた新たな100

年企業が誕生する日が近いことを誇りに思うと同時に、楽しみにしています。

お知らせ

〈千代田区在住者限定〉
シェアオフィスを低価格で利用できます
千代田区の区有施設「ちよだプラットフォームスクウェア」で千代田区

在住者限定の利用プランを提供しています。この利用プランのキャンペー
ンとして、先着10名の申込者は右記の特典が受けられます。
テレワークの利用スペースとして「ちよだプラットフォームスクウェア」
をぜひご利用ください。申し込み前の施設見学も可能です。

■提供プラン オープンネスト Local
■利用スペース
ちよだプラットフォームスクウェア2階 オープンネスト
（千代田区神田錦町3-21）
■特典
・月額利用料 (11,000円 ) が3か月間無料 ・初期登録料無料 ・保証金不要
■その他 ID カード作成料（5,500円）
は必要です。
■申込み 右記二次元コードから
■問合せ（施設運営会社）
プラットフォームサービス株式会社 ☎︎3233-1511
info@yamori.jp

ちよだプラットフォームスクウェアとは・・・
さまざまな世代と地域が共創しながら新たなビジネスや文化を生み出していくための施設です。ワークスペー
スには、フリーアドレス制の「オープンネスト」と高いセキュリティを確保した専有スペース「クローズドネスト」
の2つがあります。そのため、ワークスタイルやビジネスのステージに合わせたオフィスを選択することができます。
そのほかに貸会議室やミーティグルーム、総合受付やビジネスセンターを併設しています。

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

