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事務局だより                             

SNBC NEWS 11 月 

最近はめっきり涼しくなり秋本番を感じる日が多く、観光シーズン真只中となりました。先月

11 日から旅行支援のスタートや外国人観光客の入国制限緩和が図られ、観光産業を皮切りに

して、経済が活性化するよう期待しています。 

さて 10 月の事務局の動きについて報告します。 

 

□17 日（月）中部部会 中部サロン 

東部部会会員の（一財）企業経営研究所 理事長の中山勝様をお迎えし、「企業をどう

デザインするか～価格を視点において」というテーマで、企業の永続性を維持するため

の価格設定の考え方等についてお話しいただきました。  
 

 
【中山様のご講演】 
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□ 18 日（火）第 30 回 NB 大賞一次ヒアリング審査 9 時～15 時 

「第 31 回静岡県ニュービジネス大賞」の 1 次審査の書類選考を通過した 8 社に対してヒ

アリングを行い、11 月 29 日に実施する第二次審査に進む企業の選考を行いました。 

11 月 2 日開催の理事会の承認を受け最終選考に臨む企業等が決定します。 

 

 
【ヒアリング審査時のプレゼンテーションの様子】 

 
 

□ 19 日（水）東部部会 10 月サロン 

各部会の合同で行うタウンウォッチング視察先について部会員の皆さんで話合

いを行い 

ました。 

 
 

 



                                   

 

～静岡県・神奈川県の企業と商談してみませんか?～ 

 

 静岡県産業振興財団では隣県である神奈川産業振興センターと地の利を活かして、 

取引先の新規開拓のきっかけづくりや新たなビジネスチャンスの創出を目的と 

するものとし、下記のとおり、『かながわ・しずおか広域商談会』を開催します。 

 是非この機会に発注企業としてご参加いただき、協力企業・外注企業の新規開拓や 

将来的な発注に結びつく情報収集活動等の場としてご活用ください。 

 

■開催日時 

 ・場 所 ：＜リ ア ル形式＞令和 5 年 2月 22日(水) 13:00～17:00 

                秦野商工会議所 4F 401 大会議室 

                (神奈川県秦野市平沢 2550-1) 

       ＜オンライン形式＞令和 5 年 2月 27日(月)～3月 3日(金) 

■主  催 ：(公財)神奈川産業振興センター、(公財)静岡県産業振興財団 

■協  力 ：さがみ信用金庫(予定)、中栄信用金庫(予定) 

■募集企業数：＜リ ア ル形式＞22社  

       ＜オンライン形式＞30社 

       ※先着順：定員になり次第締め切り 

       ※協力企業の新規開拓、将来的な発注案件に向けた 

        情報収集等を希望する企業 

■商談方法 ：＜リ ア ル方式＞発注企業と受注企業の個別商談(最大 8回、20 分/1回) 

       ＜オンライン方式＞主催機関が用意した Web 上の商談用プラットフォーム 

                プラットフォームサービス名：EventHub 

■参 加 費 ：無料 ＊会場までの交通費等は各自でご負担願います 

■申込方法 ：下記「WEB申込」よりお願いします 

       https://tayori.com/form/40b7d8ff52bf97be703bde4d7dbed75e8e5af344/ 

■募集案内 ：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_837.html 

■申込締切 ：令和 4 年 11 月 18日(金) ※定員に達し次第締め切り 

■そ の 他 ：今後の感染状況によっては日程変更や中止となることが 

       ありますのでご了承ください 

 

■申込・問合せ先：(公財)静岡県産業振興財団 取引支援チーム 担当：遠藤・石山  

         TEL：054-273-4433 Email：torihiki@ric-shizuoka.or.jp 

 

産業振興財団 

からのお知らせ 

 

◆【発注企業募集】「かながわ・しずおか広域商

談会」参加募集                   

◆【参加者募集】知的財産ビジネスマッチング会 

─────────────────────────────────────┘ 

 「AI．IoT テクノロジーと協働するこれからのビジネス」 

産業技術の芽シーズ発表会 IN 静岡 開催 

 

詳細はこちら 

http://www.cstc.or.jp/cicn/files/20221207%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%99%BA%E

8%A1%A8%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%A1%88%E5%86%85.pdf 

 

https://tayori.com/form/40b7d8ff52bf97be703bde4d7dbed75e8e5af344/
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_837.html
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
http://www.cstc.or.jp/cicn/files/20221207%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%A1%88%E5%86%85.pdf
http://www.cstc.or.jp/cicn/files/20221207%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%BA%E7%99%BA%E8%A1%A8%E4%BC%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%A1%88%E5%86%85.pdf


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

■基調講演：テ ー マ：「2050年の世界を見据えたビジネス」  

      講演概要：2030 年を目途とした SDGsが世界のビジネス展開に 

           大きな影響を与えている。 

           日本としては今後の世界をさらに 20年延ばした 2050年後の 

           状況を考慮して考えていくことが重要である。 

           2050 年には世界人口は 100億人に達するとされており、 

           その人類に幸福な社会をもたらすビジネスを今開始することが 

           必要である。 

■特別講演：テ ー マ：「Happy Quality 式マーケットイン農業モデル」  

      講演概要：知財やノウハウを組み合わせたデータドリブン農業と 

           儲かる農業を実現する Happy Quality 式マーケットイン 

           農業モデルについてご説明します。アグリテックの開発により 

           効率的かつ再現性の高いスマート農業を実現することで、 

           農家の経験不足を補い品質や付加価値の高い農作物の安定生産を 

           実現しています。 

           事例を交えながら、わかりやすくご説明します。 

■開催概要：【日 時】令和 4年 12月 7日(水) 13:30～16:10 

      【会 場】アクトシティ浜松 コングレスセンター5F会議室 

           (浜松市中区板屋町 111-1) 

      【内 容】第一部／基調講演 ：光産業創成大学院大学 

                     学長 瀧口 義浩 氏 

 

               特別講演 ：(株)HappyQuality 

                     代表取締役社長 宮地 誠 氏 

 

           第二部／シーズ発表：中部大学 工学部 情報工学科 

                     教授 山内 康一朗 氏 

 

                     豊橋技術科学大学 機械工学系 

                     准教授 高橋 淳二 氏 

 

                     光産業創成大学院大学/ 

                     (株)エフ・シー・シー生産技術センター 

                     岡崎 元樹 氏 

 

           第三部／名刺交換・知財マッチング会 

               第二部のシーズ発表講師との知財マッチング・交流 

               交流会(名刺交換会)後、知財マッチング会を実施 

               ※知財マッチング会は会場のみで開催、要事前申込 

      【定 員】会  場 ：60名 

           オンライン 

           ＺＯＯＭ ：200名(配信は当日のみ、アーカイブなし) 

      【事前登録】https://forms.gle/ZCatpEKPaKPBf9gu6 から申込下さい 

 

【問合せ先】(公財)静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 加藤・兼子 

      TEL：054-273-4434 Email：joho@ric-shizuoka.or.jp 

  

 

https://forms.gle/ZCatpEKPaKPBf9gu6
mailto:joho@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 

◆ 企業脱炭素化支援センター                          

【脱炭素化に向けた普及啓発セミナー(富士地区)

開催のお知らせ】      

 

企業脱炭素化支援センターでは、県内事業者の方への脱炭素化を支援するため、 

「脱炭素化に向けた普及啓発セミナー」を開催いたします。ご参加お待ちしております。 

 

「脱炭素化に向けた普及啓発セミナー(掛川地区)」につきましては、掛川市で事業を 

されている方(掛川市に営業所・工場等あれば可)であれば、 

どなたでもご参加いただけます。 

 

詳細は下記の URLをご覧ください。 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/carbon_neutral/20221019-1.html 

 

■参加対象：掛川市で事業をされている方(掛川市に営業所・工場等あれば可)  

      かつ静岡県企業脱炭素化推進フォーラム会員 (※入会費・年会費無料) 

      (未入会の方は「申込方法」にてご入会ください。)  

■開催日時：令和 4年 11月 17 日(木) 14:00～15:30 (受付開始 13:30～) 

■開催場所：島田掛川信用金庫 掛川本部研修センター1階研修室 ※本店営業部隣接   

      (掛川市亀の甲二丁目 203番地) 

      ※駐車台数には限りがありますので、満車の際は近隣有料駐車場を 

       ご利用ください。 

■内  容：〇脱炭素化に向けた普及啓発セミナー 

       1.中小企業に求められる脱炭素経営 

       2.どこから取り組む脱炭素経営 

       3.使用する電力の脱炭素化 

       4.今後の脱炭素経営に役立つ情報  etc 

      〇「静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金」説明会 

 

■申込方法：以下の URLよりお申し込みください。 

 【脱炭素化に向けた普及啓発セミナー(掛川地区)参加申込】 

 https://tayori.com/form/a49a638408cb49ebfe5d1d0cbe66b25580f2ca25/ 

 

 【静岡県企業脱炭素化推進フォーラム入会申込】  

 https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/ 

 

■お問合せ：(公財)静岡県産業振興財団 企業脱炭素化支援センター 

      TEL：054-273-4437 E-mail:innovate@ric-shizuoka.or.jp 

◆ 企業脱炭素化支援センター                          

 【脱炭素化に向けた普及啓発セミナー(掛川地区)

開催のお知らせ】  

脱炭素化に向けた普及啓発セミナー(富士地区)」につきましては、富士市で 

事業をされている方(富士市に営業所・工場等あれば可)であれば、 

どなたでもご参加いただけます。 

 

詳細は下記の URLをご覧ください。 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/carbon_neutral/20221024-1.html 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/carbon_neutral/20221019-1.html
https://tayori.com/form/a49a638408cb49ebfe5d1d0cbe66b25580f2ca25/
https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/
http://www.ric-shizuoka.or.jp/carbon_neutral/20221024-1.html


                                   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■参加対象：富士市で事業をされている方(富士市に営業所・工場等あれば可) 

      かつ静岡県企業脱炭素化推進フォーラム会員 (※入会費・年会費無料) 

      (未入会の方は「申込方法」にてご入会ください。)  

■開催日時：令和 4年 11月 28 日(月) 14:00～15:30 (受付開始 13:30～) 

■開催場所：富士商工会議所 4F会議室 (富士市瓜島町 82番地) 

■内  容：〇脱炭素化に向けた普及啓発セミナー 

       1.中小企業に求められる脱炭素経営 

       2.どこから取り組む脱炭素経営 

       3.使用する電力の脱炭素化 

       4.今後の脱炭素経営に役立つ情報  etc 

      〇「静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金」説明会 

 

■申込方法  以下の URLよりお申し込みください。 

 【脱炭素化に向けた普及啓発セミナー(富士地区)参加申込】 

 https://tayori.com/form/f370502ee4852715443d78249dd2ba3e6af33812/ 

 

 【静岡県企業脱炭素化推進フォーラム入会申込】 

 https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/ 

 

■お問合せ：(公財)静岡県産業振興財団 企業脱炭素化支援センター 

      TEL：054-273-4437 E-mail:innovate@ric-shizuoka.or.jp 

 

脱炭素化に向けた普及啓発セミナーの今後の実施については、 

企業脱炭素化支援センターHP やトークルーム等によりご案内いたします。 

 

◆「Medtec Japan 2023」静岡県ブース 出展企業募

集のご案内  

静岡県と公益財団法人 静岡県産業振興財団では、静岡県内中小企業の医療機器分野の 

販路拡大・情報発信等を支援するため、医療機器の製造・設計に関するアジア最大級の 

展示会「Medtec Japan 2023」で共同出展を企画、出展企業を募集いたします。 

 

■展示会概要  ：【展示会名】Medtec Japan 2023 

         【会  期】令和 5年 4月 19日(水)～21日(金) 

         【会  場】東京ビッグサイト 東展示場 2・3ホール 

               (東京都江東区有明 3-11-1) 

■募集企業数  ：10 社 (応募多数の場合は選考にて決定) 

■対 象 企 業：医療機器の設計・製造に関する分野で、自社の製品・技術を 

         展示可能な静岡県内中小企業 

■展示スペース ：【占有スペース】1400mm×1400mm 

         【展示台】W1200mm×D600mm 

         【背面パネル】A1縦 2 枚付着 

          ※数字は予定です。今後検討する装飾プランにより調整がありま

す。 

■出展負担金  ：100,000 円／1スペース(税込み) ※1社 1スペースのみ 

■募 集 締 切：令和 4年 12 月 9日(金) 

■詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_838.html 

■問 合 せ 先：公益財団法人 静岡県産業振興財団 取引支援チーム 

         静岡県静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 4F 

         TEL：054-273-4433 E-mail：torihiki@ric-shizuoka.or.jp 

 

https://tayori.com/form/f370502ee4852715443d78249dd2ba3e6af33812/
https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_838.html
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 生産性向上に取り組む人材を育成！「ミニスクール

のご案内」(再掲)  

 

産業財団では、ものづくり現場における経営改善活動や、生産性向上を推進できる 

人材を育成するため、個々の企業に適したテーマを従業員の皆様が自社で学習し、 

その後生産現場ですぐに実践できることを目的とした、ミニスクールを実施します。 

(随時受付) 

 

■主なカリキュラム 

 ・楽で、効率的な、ムダのない作業方法について 

 ・効率的なモノの流れや運搬方法、職場レイアウトについて 

 ・5S、5定の進め方、定着方法について 

 ・モノの流れと情報の流れの両面から自社の生産活動全体の課題を 

  明確にする方法について など 

 

■詳細・お申し込みはコチラ 

 http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_826.html 

 

■お問合せ 

 (公財)静岡県産業振興財団 経営革新支援チーム 

 TEL：054-273-4432 Email：keiei@ric-shizuoka.or.jp 

 

◆【参加者募集】令和 4 年度「創業スキルアップサロ

ン」開催のご案内(再掲)  

(公財)静岡県産業振興財団では、静岡県内での創業希望者や創業者(創業後 5年程度)を 

対象とした「創業スキルアップサロン」を開催します。 

この「創業スキルアップサロン」は、専門家によるセミナーと、先輩起業家(メンター) 

からのアドバイスを通じて、創業者の皆様が抱える経営課題の解決を図る 

「メンターサロン」から構成されるプログラムです。 

「専門家によるセミナー」のテーマは、「経営・財務(第 1 回・第 2 回)」(※2 回コー

ス)、 

「顧客発掘(第 3 回)」、「人材育成(第 4 回)」から構成されており、その中からご希望す

る 

コースへのお申込が可能です(全てにご参加頂かなくても構いません)。 

また、「メンターサロン」は、皆様の抱える疑問や悩みなどに対し、 

メンター(先輩起業家)の助言を受けることができる機会であり、 

「専門家によるセミナー」と同時開催致します。 

 

 「0から 1へ」、一歩踏み出そうと考える皆様のご参加をお待ちしています! 

・セミナー詳細・お申込については、 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_818.html を御覧ください。 

 

■問合せ先：(公財)静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム(担当：仲田) 

      TEL：054-254-4511 E-mail：sougyou@ric-shizuoka.or.jp  

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_826.html
mailto:keiei@ric-shizuoka.or.jp
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_818.html
mailto:sougyou@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◇ 静岡県立工科短期大学校 在職者訓練のご案内 

  

 静岡県立工科短期大学校では、在職者の方向けにスキルアップを目的とした 

講座を多数開講しております。 

 

＜在職者スキルアップ講座について＞ 

「今の仕事をより充実させるため」、「新しい仕事に取り組むため」、 

「資格取得のため」、「社員教育のため」、みなさまのスキルアップやキャリアアップに 

是非ご活用ください。 

受講料は教材費相当のみ。講師料など人件費は県が負担し、質の高い研修を安価で 

受講できます。 

 

詳細については下記リンクを参照ください。 

https://scot.ac.jp/wordpress/wp-content/themes/shimizu-

tc/assets/pdf/r4_support_society_course_chubu.pdf 

 

＜デジタル化対応人材育成訓練について＞ 

デジタル化に対応できる人材の育成を図り、企業のデジタル化促進、生産性向上を 

目的として新たに設定した「デジタル化対応人材育成訓練」について御紹介させて 

頂きます。PLC制御プログラム及び GOTの応用構成を学び連動動作を行う技術を 

習得します。 

 

詳細については下記リンクを参照ください。 

https://scot.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/r4_digital_ikusei_S.pdf 

 

■問合せ先：静岡県立工科短期大学校 教務課 TEL：054-345-3098 

 

■「しずおか産業創造プラットフォーム」とは 

県内で新たな事業に取り組む企業等に対し、国、県等の支援情報を一元的に提供すると 

ともに、困りごとや協業の相談等、様々なメンバーとの交流の場をオンライン上で 

提供します 

 

■「しずおか産業創造プラットフォーム」の特長 

(1)ポータルサイト上で、国、県、公的支援機関等の企業向け 

  支援情報(補助金、融資制度、専門家派遣等)をデータベース化し、 

  利用目的等から検索することが可能です。 

(2)会員制のコミュニティコーナー(会費無料)を設け、自社の困りごとや協業の相談等、 

  テーマ別に交流が可能です。 

(3)コミュニティのメンバーには、支援情報や、セミナー・イベントの開催、 

  情報等をプッシュ型でタイムリーに配信します。 

 

■以下のサイトからご登録お願いいたします。 

 https://shizuoka-sangyousouzoupf.jp/ 

 

■問合せ先：〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 4F 

      (公財) 静岡県産業振興財団 

      企業脱炭素支援センター イノベーション推進部 TEL：054-273-4437 

◆  企業参加型オンラインコミュニティ                     

「しずおか産業創造プラットフォーム」をご利

用ください(再掲)   

https://scot.ac.jp/wordpress/wp-content/themes/shimizu-tc/assets/pdf/r4_support_society_course_chubu.pdf
https://scot.ac.jp/wordpress/wp-content/themes/shimizu-tc/assets/pdf/r4_support_society_course_chubu.pdf
https://scot.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/r4_digital_ikusei_S.pdf
https://shizuoka-sangyousouzoupf.jp/


                                   

 
 

本日より専用のオンラインサイトを開設し、94社・団体の展示や専門家による 

セミナーを実施いたします。 

オンラインサイト上で出展者へ名刺を送ることやふじのくに CNFコーディネータへ 

CNF に関する御相談が可能です。 

なお、セミナー等のオンラインプレイベントや対面展示会への参加は、 

下記 URL より事前の会員登録が必要となります。 

 

ふじのくに CNF 総合展示会オンラインサイト：https://fujinokuni-cnf.com/ 

 

■問合せ先：静岡県経済産業部 産業革新局 新産業集積課 技術振興班 青山 

      〒420-8601 静岡市葵区追手町 9-6 

      TEL：054-221-2846 Email：trc@pref.shizuoka.lg.jp 

 

◇ ふじのくにＣＮＦ総合展示会のオンラインサイトが

オープン！！  

 

https://fujinokuni-cnf.com/
mailto:trc@pref.shizuoka.lg.jp

