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ニュース

　2月26日（土）、マンション連絡会を開催し
ます。参加を希望する方は、事前に申し込み
が必要です。
※�会員の方以外は参加できません。参加を希
望する方は、あらかじめ連絡会への入会が
必要です。

お知らせ

マンション連絡会を開催します

■会員募集
　マンション管理組合の理事長を対象に、マンション連絡会
の会員を募集しています。入会希望の方は、右記二次元コード
（まちみらい千代田ウェブサイト）をご覧いただき、詳細はお問
い合わせください。
■問 合 せ　�住宅まちづくりグループ　�

☎3233-3223�� kyojyu@mm-chiyoda.or.jp

  

時��月曜日～金曜日（祝日を除く）�
�9時～17時（受付は16時まで）

場��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

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）
問�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）

　まちみらいニュース12月20日（Vol.201）に掲載
した内容について、次のとおり誤りがありました。
お詫びして、訂正します。

【記事名】
「第13回千代田ビジネス大賞」エントリー企業紹介（第3回）
（誤）社会保険労務士法人小林労務　代表取締役　小林　幸雄
（正）社会保険労務士法人小林労務　代　　　表　小林　幸雄

お詫びと訂正
　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

 

マンション管理に関する書籍貸出中（無料）

お知らせ

　平成30（2018）年9月に経済産業省がレポート『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～』を発表して以来、注目されてきたデジタル
トランスフォーメーション（DX）。
　DX化にどのように取り組むかにより、企業の明暗も大きく分かれようとしてい
ます。
　ただ、今までの仕事のあり方にとらわれたままでのDX化はうまくいきません。
　本質を理解し、仕事そのものの「在り方」を理解し、DX推進を成功に収めるため
の具体的な方法をお話しします。
　セミナーはオンデマンド形式で実施し、参加には事前の申し込みが必要です。

これからの企業運営のためのＤＸセミナー

「ＤＸ推進に失敗する仕事のあり方改善」を開催します
■日　　時　2月21日（月）9時～28日（月）
■会　　場　オンライン（オンデマンド配信）
■受 講 料　無料　
■講　　師　元
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■対　　象　�区内中小企業者または区内で起業を�

検討されている方
■申 込 み　Peatixページ（右記二次元コード）
■問 合 せ　産業まちづくりグループ　☎3233-7558�
　　　　　　 biznet@mm-chiyoda.or.jp

紹介

千代田まちづくりサポート通信
〜助成グループの活動紹介〜

「神田でパンダ」
〜神田のまちをパンダで盛り上げよう！〜

　「神田でパンダ」は神田の街を盛り上げたい！という熱い気持ちで神田在住
在勤の有志により発足しました。パンダをきっかけとして多くの方に神田の
地域に関心を持ってもらうため、今年度は以下の活動を計画しています。活動
を応援、サポートしていただける個人、企業の方も募集中！

◇密にならないまちあるき
　・“パンダ（神田）を知る”まち巡りの企画
　・カンカンダンダンとの撮影(AR)
　・インスタフォトコンテスト　など
◇パンダ（神田）マップによる神田PR
　・子どもも大人も楽しめるまち歩きパンダマップの作成
◇密にならず、世代を問わず参加できるオリジナルパンダイベント
　・聖地キンキン広場でのパンダ活動PR
　・パンダおみくじ、パンダストラップ
　・みんなでパンダファッション　など

■問 合 せ　�神田でパンダ　 kandadepanda@gmail.com

一緒に神田を
盛り上げていこうね!

　まちみらい千代田ウェブサイトでは、千代田区内の景色やイベントなどの写
真を紹介しています。皆さんが見つけた千代田の魅力あふれる写真をぜひ投稿
ください。

■投稿方法
　右記二次元コード（まちみらい千代田ウェブサイト）をご覧く
ださい。

▼鷺の縄張り争い

▲Echoes�Infinity�
　～Immortal�Flowers～

千代田デイズ「フォトアルバム」 投稿
写真

紹介・募集



～区内の優秀な中小企業を発掘し、表彰する「千代田ビジネス大賞」が平成20年
度にスタートしてから13年経過しました。今年度は歴代の大賞受賞企業の現在
を紹介しています。～
変わらず作り続ける
　東京スクリーン株式会社は昭和48年の創業以来「ふるい」を
製造・販売しています。「ふるい」と言ってもお菓子作りなどに
使う「粉ふるい」ではなく、薬品、食品、化粧品、建築などさま
ざまな業界の粉体分析に必要な「試験用ふるい」で、何よりも
正確な網目が求められるものを手がけています。
　例えば、薬を作る際に基準外のものが紛れ込んでしまったら
安定した効果を得られなくなってしまいます。そうしたことが起こらないよう異
物をしっかりと「ふるい」にかけ、基準を満たすものだけを取り出すための道具です。
　千代田ビジネス大賞では、同社が国際規格「ISO/IEC�17025」の認定を受けた
機関であり、他社製品に対して試験成績書や校正証明書を作成・発行する、要する
に「世界基準でふるいの性能を保証する」責任を負った企業であることが高く評
価されました。大賞受賞後も日々このことに誇りを持つと同時に、責任を感じな
がらお客さまに向き合っています。
それでも変わり続ける
　大賞受賞後も変わることなく「試験用ふるい」を作り続けていますが、まった
く同じ毎日が続いているわけではありません。同じ製品が一生売れ続けることな
どないのです。お客さまが「試験用ふるい」を使用する粉体の形状や用途も一様
でないため、溶接の方法の変更や特注での加工対応など日々改良や新しい対応を
続けています。
　同社では毎年年初に全社員へ「この1年、特に意識してほしいこと」を示してい
ます。数値目標は使いません。令和元年は「すべてはお客さまのために」、令和2
年は「どんな製品でも永遠に売れ続けるものはない」、そして今年は「洗練は発展」
を意識してきました。令和4年は「足場の確認と確立」と位置づけ、さらに良いも
のづくりに励み、お客さまに喜んでいただける会社を目指していきます。

まちみらいニュース  ◇令和4年1月20日◇

紹介

千代田ビジネス大賞歴代受賞企業

すべてはお客様のために。変わらず、変わり続ける

企業名：東京スクリーン株式会社
代表取締役社長：荻
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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

イベント

2月月間ご当地まつり☆
ちよだいちばのイベント情報
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2月2日（水）～3月1日（火）
◎世界自然遺産の地　屋久島の魅力と人々の生活がわかる物産を一堂に！
　～屋久島フェア開催～
　平成5年に世界自然遺産として日本で初めて登録された屋久島では、有名な屋
久杉のほか、貴重な植物や動物が息づき、ドラマや映画の舞台としても登場して
います。その神秘に包まれた大自然の地は多くの人々を魅了し続けています。
　今回、ちよだいちばでは2回目の屋久島町フェアを開催します。特産品として
も有名なたんかんの果実やその加工品は独特の甘さとジューシーさが人気です。
ジュース以外にも豊富なバリエーションのたんかん商品が並ぶ予定です。

　また、屋久島では、屋久鹿も有名です。昨年、メディアでも取り上げられた屋久
鹿ジビエの缶詰やジャーキーは、前回の屋久島町フェアでも大人気でした。これ
らの商品は、数量に限りがあるため、限定販売品となります。さらに、屋久島の人々
の食文化であるトビウオや黒糖を使った産品も屋久島の名産品です。
　店頭ではこれらの商品のほか、数
量限定で特選屋久島弁当を販売す
る予定です。屋久島町フェア開催期
間中は、ぜひ自然とともに生きる屋
久島町の人たちの食をご堪能くだ
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。

連載

1. なくならないコンプライアンス違反事件
　企業活動を巡っては、コンプライアンス違反事件が繰
り返し報道されています。これらの事件の謝罪会見では、社長や担当役員から異
口同音に「当社にはコンプライアンス遵守の意識が浸透していなかった」等の発
言がなされています。「やってはいけないこと」は誰もがわかっているはずなのに、
なぜコンプライアンス違反事件はなくならないのでしょうか。
2. コンプライアンスの変遷
　「コンプライアンス」という言葉の浸透にはITの発展が関わっています。「ヒト・
モノ・カネ」の動きが国境を越えて活発化すると、職場は、同じ環境下で働く正社
員の集団から、さまざまな職種の人が働く場所へと変わりました。職場の多様化
が進めば「阿吽の呼吸」は通用しません。そこで、業務の可視化がより一層求めら
れるようになりました。ITの発展は、各種規制の緩和をもたらしましたが、その
反面でコンプライアンスが厳しく問われることにもなったのです。
3. 自社の存在意義
　コンプライアンス違反事件が発生した会社では、第三者委員会が設けられ、消費
者への安全を提供する体制がなかったことや、過去の教訓を生かせなかった企業
風土が指摘されています。売上拡大や利益確保が至上命題になると、自社の理念
と反する行動を「おかしい」と言えない雰囲気が醸成され、事件の起きやすい企業
風土が出来上がってしまうのです。そのため、自社の存在意義である経営理念を
組織に浸透させる必要があり、組織人の行動基準の確立へとつながっていきます。
4. コンプライアンス違反を防ぐには
　経営理念の浸透・共感している状態とは、社員の一人一人が自社の存在意義を
意識し行動している状態を指します。そこで、自社の存在意義をテーマにして「私
だったらこう考える」という「経営理念を創り変える自由」を社内で共有しては
いかがでしょうか。理念の存在が会社の財産ではなく、理念が浸透している状態
が会社の財産です。コンプライアンスは、誰かから「ルールを守りなさい」と押し
つけられ、受け身になることではありません。社会の中で自社の存在意義の位置
づけを確認し、活動することが重要です。

がんばる中小企業 応援リレーコラム

コンプライアンス違反を防ぐには
志縁経営司法書士事務所　司法書士・中小企業診断士　山
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建設業
株式会社楠山設計
株式会社久保工
株式会社竹中工務店
(一社)東京都建築士事務所協会千代田支部
株式会社ナカノフドー建設
日産緑化株式会社
株式会社日昇緑化研究所
パシフィックコンサルタンツ株式会社
製造業
KKテクノロジーズ株式会社
瀬味証券印刷株式会社
東京スクリーン株式会社
株式会社日精ピーアール
日本たばこ産業株式会社�東京支社�東京東部第三支店
ノーラエンジニアリング株式会社
株式会社ハセッパー技研
ハネクトーン早川株式会社
富士フィルムビジネスイノベーション株式会社
株式会社ムレコミュニケーションズ
卸売・小売業
鈴木治作株式会社
鈴新株式会社

株式会社トキワ
株式会社ユニフォームネット
情報通信業
株式会社メディアリンク
金融業
株式会社きらぼし銀行神田中央支店
興産信用金庫
西武信用金庫神田支店
みずほ信託銀行株式会社
保険業
株式会社FEA
ぜんち共済株式会社
日新火災海上保険株式会社　東京事業部　東京西支店
情報通信業
株式会社メディアリンク
不動産業
エヌティティ都市開発株式会社
住友不動産株式会社
東京建物株式会社
プラットフォームサービス株式会社
三井不動産株式会社
三菱地所株式会社
安田不動産株式会社

　まちみらい千代田の活動は、活動の趣旨に賛同された賛助会員
（法人・個人）の皆さんの支援によって支えられています。より多く
の皆さんに応援していただくと活動の励みになります。
■会員特典
　①まちづくりに関する資料や情報の提供
　②主催する講演会、セミナー等の案内
　③実施した調査、研究の結果についての概要紹介
　④まちみらいニュースの広告掲載料金の割引（法人賛助会員のみ）
　⑤�まちみらい千代田ウェブサイトのバナー広告掲載料金の割引
（法人賛助会員のみ）

■賛助会員の種類、年会費
　①法人　１口以上（１口＝2万円）
　②個人　１口以上（１口＝3千円）
■申込み・問合せ
　協働まちづくり・総務グループ　☎3233-7556

賛助会員入会のご案内 まちみらい千代田　賛助会員名簿� ※五十音順　令和3年12月現在

千 代 田 の まち の活性化活性化をご支援ご支援くだ さ い
お知らせ

株式会社i-tec24
サービス業
株式会社弘周舎
株式会社こどもの館
株式会社翔設計
株式会社アズーム
その他
株式会社イサミヤ
合同会社グローバル人材育成サポート
株式会社コンベンションリンケージ
株式会社住宅あんしん保証
株式会社TALO都市企画
一般社団法人千代田区観光協会
東洋美術印刷株式会社
NPO都市住宅とまちづくり研究会
株式会社バイオレンジャーズ
ビヨンドネクストアカウンティング株式会社
株式会社フィレール
一般社団法人マンション管理組合支援センター
株式会社メジオ
株式会社リブリッジ
株式会社ワンスイン
株式会社And�Technologies

たんかんと百花の生はちみつ 塩たんかん


