
■日 　 時　�2月17日（金）15時～
■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）
■問 合 せ　�産業まちづくりグループ　☎3233-7558
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第14回千代田ビジネス大賞」表彰式開催

千代田のまちの活性化をご支援ください

お知らせ

募集

千代田まちづくりサポート千代田まちづくりサポート
（まちサポ）イベント予定（まちサポ）イベント予定

　千代田まちづくりサポート助成グループのイベントスケジュールをお知らせし
ます。※スケジュールは変更する可能性がありますので、詳細等はお問い合わせくだ
さい

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
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
株式会社イサミヤ
株式会社アズーム
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
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
三菱地所株式会社
安田不動産株式会社
サービス業
株式会社弘周舎

　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4年12月現在

株式会社翔設計
株式会社i-tec24
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
個人会員	
池　俊郎／加藤武夫／小林　誠／佐藤直樹
瀬川昌輝／立山光昭／戸田豊重／堀部剛正
他6名

●土をいたわる会（翌春に向けた準備会）
　「神田藍の会」

●�格闘技・スポーツ塾（毎週水曜日15時～17時）�
「千代田プロレス＆スポーツカルチャー推進委員会」

第13回授与式の様子

　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んでいる企業や、特長ある優れた活動実績をあげている
企業を、「千代田ビジネス大賞」として表彰しています。
　第14回目の開催となる今回は、エントリー企業総数は38社、そのうち24社が二次
審査に進みました。この中から、次の各賞を授与します。

　まちみらい千代田では、マンションの災害対策促進のため、災害用資器材の購
入費の一部を助成しています。また、浸水対策を行う場合には助成金上限額の増
額をします。

❶大賞
❷千代田区長賞
❸東京商工会議所千代田支部会長賞

❹東京中小企業家同友会千代田支部長賞
❺優秀賞（若干数）
❻特別賞（若干数）

マンションの災害対策を
支援しています

お知らせお知らせ

■助成対象　千代田区内の分譲マンション管理組合及び賃貸マンション所有者
■助成金額　�【分譲マンションの場合】�

購入費の2/3（上限額20万円）�
※更新の場合は購入費の1/2（上限額15万円）�
【賃貸マンションの場合】�
購入費の1/2（上限額10万円）�
※浸水対策を行う場合は上限額が20万円増額

　申請書等はまちみらい千代田ウェブサイトからダウンロードでき
ます。
■問 合 せ　	住宅まちづくりグループ　☎3233-3223�

■問 合 せ　�協働まちづくり・総務グループ　�
☎3233-7556　 machisapo@mm-chiyoda.or.jp
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　ちよだグルメショップ＋Aでは2月から3月までの2か
月間、地域で誇りを持って生産された逸品でまちの活性
化を目指す「にっぽんA級（永久）グルメのまち連合」の
4つの自治体の産品をお届けします。2月の特選ライン
ナップは、北海道鹿

しか

部
べ

町
ちょう

フェアで大人気であった、骨ま
で丸ごと食べられる「軽石干し焼きほっけ」、島根県邑

おお

南
なん

町
ちょう

の大正10年創業の醤油
店が有機米でつくった「有
機あまざけ」、島根県西

にし

ノ
島
しま

町
ちょう

の日本酒「隠岐誉」の
製造過程でできた酒粕を
使って島のパン屋さんが
手作りする「酒粕クラッ
カー」です。そのほかに、宮崎県都

つ

農
の

町
ちょう

からは道の駅でしか手に入らない、宮崎牛
にもろみ味噌やタマネギ、�ショウガなど６種類の薬味を合わせた絶品の味「宮崎�
牛ご飯だれ」など、人気の高い商品を取りそろえて、それぞれのこだわりを紹介
します。

都心の千代田区で“地方の逸品”に出会える場所

「ちよだグルメショップ＋A」
●「自治体フェア～A級グルメ連合特集～」スタート
 　 第1部  〈２月１日（水）～２月２８日（火）〉

イベント

宮崎牛ご飯だれ酒粕クラッカー 邑南町有機甘酒

軽石干しほっけ・かれい

■問 合 せ　		ちよだグルメショップ＋A	

☎�5577-3846�（午前中の電話応対はできません）�
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

　2月11日（土）、第49回マンション連絡会を開催します。参加を希望する方は、
事前にお申し込みが必要です。
※会員の方以外は参加できません
※会員の方には、別途詳細をお知らせします

【マンション連絡会員募集】
　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、まちみらい千代田のウェブページをご覧
いただくか、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

第49回マンション連絡会開催

お知らせ

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）

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）

　皆様ご承知のように、経済産業省（以下「国」）では大きな予算を組んで、中小企
業者の事業再構築を支援しています。国のホームページには
　「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復
が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の変化に対応するために中
小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要
です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換，又は事業再編という
思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。」と記さ
れています。
　しかし事業再構築といっても何をどうすればいいのか分からないという事業者
もいます。筆者も個々の事業者が何をすればいいのか具体的な提案をする知恵は
ありません。
　今回、当コラムでは「老舗企業に学ぶ「事業再構築」と題して、創業から220年、
幾多の困難を乗り越えて成長発展を遂げてきた鈴与株式会社の歴史から、新分野
への展開、業態転換、業種転換、事業再編のヒントを得ていただければと考えました。

老舗企業に学ぶ事業再構築
中小企業診断士　 柳

やなぎ

義
よ し

久
ひ さ第4回 　老舗企業と言えば、先祖代々の事業を地道に続けているイメー

ジを持たれるかも知れませんが、環境変化やリスクに挑む「非連
続」の革新がなければ時代の波を乗り越えられません。祖業で生
きる伝統業種であっても販売や組織のイノベーションがあって
こそ生き永らえられる。�
　1801（享和元）年、静岡県清水港の廻船問屋として創業、以来220年、幾度もの
社会的経済的危機を、新分野展開、業態転換、事業再編によって乗り越え、常に挑
戦を続けている鈴与株式会社について、
　問屋株を譲り受けての創業
　問屋特許の停止と安政の大地震
　急速な近代化の波
　第二次世界大戦からの再建
　コンピュータ化とグローバリゼーションへの挑戦
　節目節目を乗り越えて2021年10月に創業220周年を迎えるまでの挑戦を紹介
します。
　鈴与株式会社の歴史については、同社のホームページや『200年企業（日経ビジ
ネス人文庫）』を参考にさせていただきました。

連載
がんばる中小企業 応援リレーコラム

全文はこちら！

　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）

新年明けましておめでとうございます。
旧年中は皆さまに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
本年も新型コロナウイルス拡大防止に十分留意しながら、活力ある地域社会の構築と、
千代田区に住み、働き、集う人たちが心豊かに生活することのできる地域社会の発展に努めてまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。�

公益財団法人まちみらい千代田

新年のごあいさつ


