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ニュース

  

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

〜助成グループの活動紹介〜
「番町っこ倶楽部」 〜馬と遊び、馬に学ぶ〜

　番町地域を中心に地域コミュニティ形成に向けて、馬と子どもたちとのふれ
あい体験イベント「馬と遊び、馬に学ぶ＠番町の森」を実施しています。
　ブラシをかけてあげたり、一緒に写真を撮ったり、小さなお子さんがいるご
家族も安心して参加できる内容になっています。ご興味がある方はぜひご参加
ください。今年は番町の畑で馬たちにあげるニンジンを育てるよ！

■問 合 せ　 番町っこ倶楽部　 
taicho.banchokko@gmail.com

千代田まちづくりサポート通信

時  応相談 
（お問い合わせからおおむね1週間前後）
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
申 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。
問 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）

優秀賞
株式会社D&I（千代田区神田錦町3-3）
株式会社ライトストーン（千代田区東神田2-5-12）

特別賞

T
タ ナ ー ク

anaakk株式会社（千代田区丸の内2-3-2）
有限会社ボンズ企画（千代田区富士見2-4-7）
株式会社ユニモト（千代田区九段南3-1-1）

　「大規模修繕の進め方」をテーマに、第4回マンション管理
講座を開催します。参加には事前の申し込みが必要です。

　まちみらい千代田では、中小企業の成長発展を支援することを目的として、
経営革新や経営基盤の強化に取り組む企業を表彰しています。
　今年度で13回目となる「千代田ビジネス大賞」では、コロナ禍においても35
社から応募があり、そのうち二次審査に進んだ26社の中から、以下の表彰企
業を決定しました。
　なお、2月17日に予定していました表彰式は残念ながら、新型コロナウイル
スの感染拡大に鑑み、中止しました。
　表彰企業については、順次紹介していきます。

募集

第4回マンション管理講座開催

■日　　時　3月30日（水）18時30分から20時30分（予定）
　　　　　　※ オンライン（Zoom）と対面を併用して開催します。ただし、状

況により開催方法を変更する場合があります。
■会　　場　 ちよだプラットフォームスクウェア5階会議室
　　　　　　（千代田区神田錦町3-21）
■受 講 料　無料　　　
■講　　師　渡

わた

邉
なべ

 素
もと

氏
　　　　　　（一般社団法人東京都マンション管理士会都心区支部）
■対　　象　千代田区内マンションの居住者、所有者、管理組合役員
■定　　員　20名、オンライン30名（先着順）
■申 込 み　�☎3233-3223　FAX3233-7557
　　　　　　 kyojyu@mm-chiyoda.or.jp
　　　　　　① 氏名 ②住所（部屋番号まで） ③マンション名 ④電話番号 ⑤参

加方法（オンライン、対面のいずれか） を記載のうえ、お申し込
みください。

　　　　　　　※ 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。

■問 合 せ　 住宅まちづくりグループ　☎3233-3223  
　　　　　　 kyojyu@mm-chiyoda.or.jp■問 合 せ　 産業まちづくりグループ　☎3233-7558 

お知らせ
『第13回千代田ビジネス大賞』

表彰企業決定！

■対 象 者　法人・団体・個人など
■寄付金額　 （1）法人・団体 1口以上（1口2万円） 

（2）個人 1口以上（1口3千円）
■募集期間　随時募集　　　
■寄付方法　寄付者から助成対象グループの口座へ振り込み
　　　　　　（1） 寄付者が寄付をしたい助成対象グループを事務局へ連絡
　　　　　　（2） 事務局が寄付の申し出があったことを助成対象グループへ連絡
　　　　　　（3） 助成対象グループが振り込み先口座を寄付者へ連絡
　　　　　　※詳細はお問い合わせください。
■寄付金に関する詳細
　まちみらい千代田ウェブサイト（上記二次元コード）をご確認ください。
■問 合 せ　協働まちづくり・総務グループ　☎ 3233-7556

〜まちづくり活動に対する寄付金を募集中〜

　千代田まちづくりサポートで助成対
象に選ばれたグループへの寄付金を募
集しています。興味・関心のあるグルー
プの活動をサポートしてみませんか。

表彰記念品
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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

3月月間ご当地まつり☆
ちよだいちばのイベント情報

埼玉県加
か

須
ぞ

市
し

熊本県上
か み

天
あ ま

草
く さ

市
し 3月2日（水）～29日（火）

◎農産物豊かな加須市＆海の幸あふれる上天草市
　埼玉県加須市は県の北東部に位置し、市域面積の約半分が農地となっており、
そのうち約85％は水田という豊かな穀倉地帯です。農作物は「ないものはない！」
と言えるほどバラエティに富んでいます。「きゅうり」「なす」「トマト」などの野菜、

「いちじく」「いちご」といった果物、「大豆」「小麦」が収穫されます。また、養豚も
盛んです。
　加須市には地粉を使ったうどんの名店が多数あり、全国のうどんファンから注
目を集めています。今回のご当地まつりでは、加須の豊かな農産物を使った素材
のおいしさを感じる「せんべい」「おかき」「ジャム」「うどん」「ブランド豚等の加工
品」に出会えることでしょう。

　熊本県上天草市は大小さまざまな島を有する海の幸が豊かな地域です。温暖
な気候と自然の恵みに育まれた農産物や海産物、加工品が勢ぞろいします。まだ
まだ寒い東京でいち早く上天草の春を感じてください。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
　ちよだいちば人気のご当地テイクアウトランチにも加須市、上天草市の食材を
使ったメニューを提供予定です。どうぞお楽しみに。
☆日中、店頭でミニイベントを予定しています。

■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。

■問 合 せ　�プラットフォームサービス株式会社　☎ 3233-1511 
info@yamori.jp

～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。～
創業100年プラント配管機材の老舗専門商社
　大正11（1922）年に創業した、バルブなどの管
材機器やバルブ業界の知識が豊富な企業です。配
管業界でいち早くステンレス製品の優位性に着目
し、昭和36年に販売を開始し、今では「ステンレス
バルブは鈴木治作」と評価されるまでになりました。
提案から納入、アフターサポートに至るまでワン
ストップでサービスを提供しています。3,000社
以上の納入という豊富な実績に裏打ちされた管材機器やバルブ業界の知
識で、根拠のある提案を行い、迅速な対応をする姿が千代田区の長寿企業
として評価され、第11回千代田ビジネス大賞を受賞しました。
従業員の幸せを大切にする企業
　若手社員の意見を取り入れ、令和2年にリニューアルしたホームページ
は、爽やかな趣が加わり、また、歴史ある企業を感じることができます。
平成27年に社長となった鈴木謙三氏は、社員がモチベーションを高くもっ
て仕事に打ち込める風通しの良い組織を目指しています。従業員は企業
が成長するうえでの大切な存在と捉え、従業員が明るく健康に働ける職
場環境づくりに積極的に取り組んだことが評価され、令和3年11月に健
康優良企業「銀の認定」を取得しました。
顧客の幸せを大事にする企業
　コロナ禍で海外からの製品が滞っている中、まず国内顧客の生産継続
を第一に考え、これまでより多くの製品在庫を持つようにしています。
顧客の幸せのために何ができるかを考え続け、40年以上バルブの自動化
を推進し、自動弁組立工場も保有してきました。これまで行ってきた活
動をさらに発展させ、システム開発も担える組織を作っていきたいと考
えています。もの売りだけではなく、価値を社会に提供し続ける永続的
な企業でありたい。その思いが「挑戦と創造の100年」という会社のスロー
ガンに表れています。

紹介

千代田ビジネス大賞歴代受賞企業

老舗専門商社は「挑戦と創造」で
次の100年を目指す

企業名：鈴木治作株式会社
代表取締役社長：鈴

すず

木
き

 謙
けん

三
ぞう第11回大賞受賞

募集

〈千代田区在住者限定〉
シェアオフィスお得プランを提供します

　ワーケーションやテレワークなど新しい働き方が浸透し
てきた昨今、在宅勤務となり、自宅で仕事をされている方も
多いのではないでしょうか。
　しかし、自宅で仕事をされている方からは、以下のような
お困りの声が聞こえてきます。

　・自宅では家族がいて集中することができない
　・仕事とプライベートの時間の区切りがなくなり、メリハリがつかない
　・ カフェなどに出かけて仕事をしても、オープンな場では周りが気になって長時間作業

をすることができない

　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」では、区民の皆さん
に施設を有効に活用してい
ただくことを一つのミッショ
ンとして捉えています。今
回、千代田区在住者向けの
お得なプラン「オープンネ
ストLocal」を提供します。

　テレワーク等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。
※利用定員に達し次第、募集を締め切ります。

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シェ
アオフィスです。入居者同士で共有するフリーアドレス制のオープンネスト／個室制
のクローズドネスト／会議室の貸し出しなどを行っています。

〈見学申し込みフォーム〉

※金額はすべて税込みです。 ※1：口座振替の場合は16,500円

紹介

　まちみらい千代田ウェブサイトでは、中小企業の抱えるさまざまな経営課
題に向けた情報提供を目的として、リレーコラムを掲載しています。
　中小企業を知り尽くした中小企業診断士が、さまざまな視点か
らコラムを執筆しています。
　ぜひご覧いただき、企業活動にお役立てください。

がんばる中小企業応援リレーコラム

■問 合 せ　 産業まちづくりグループ　☎3233-7558 

プラン名 オープンネストLocal （参考）オープンネスト
利用料 11,000円 20,900円※1

登録料／保証金 11,000円／20,000円 11,000円／30,000円

利用時間 8時～24時（年末年始を除く）

利用可能エリア ちよだプラットフォームスクウェア本館2階
基
本
サ
ー
ビ
ス

メールBOX × ○

ファイルキャビネット × ○

会社登記 × ○


