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事務局だより                             

SNBC NEWS 1 月 
 

謹んで新年のお慶びを申し上げます。新型コロナ感染症の第８波はなかなか収まらず、予断

を許さない状況が続いておりますが、政府では感染症法上の位置づけを 2 類から 5 類へ

の見直しの検討が進むなど、今年はより一層の経済活動が進むことを期待しております。 

また、2023 年が皆様にとって素晴らしい一年になることを心よりお祈り申し上げます。 

さて、12月の活動報告です。 

 

□12月 15 日（木）10：40～12:10 JNB 全国会長会 ライトキューブ宇都宮  

・JNB 副会長及びアイリスオーヤマ㈱会長である、大山健太郎氏による「アイリスオーヤマ 

BCP(事業継続計画)の取組みについて」をテーマに講演があった。 

  □12月 15 日（木）10：40～12:10 JNB 全国会長会 ライトキューブ宇都宮 

 

 

1 月 行事予定 

 
□JNB新春賀詞交換会（名刺交換会） 

 日時：令和 5年１月 18日（水） 16：00～17：30 

 場所：ＡＮＡインターコンチネンタルホテル 

  
 【西部部会】 

□例会（新年会） 

 日時：令和 5年 1月 19日（木） 

 場所：魚介天ぷらと釜飯酒場「ミウミ」 

 会費：3,000円 

 

【中部部会】※西部･東部会員参加可 

□新春サロン（賀詞交換会） 

 講師：静岡鉄道㈱ 代表取締役社長 川井 敏行 氏 

 日時：令和 5年 1月 23日（月） 18：00～20：00 

 場所：グランディエールブケトーカイ 4F 

 参加料：3,000円 

※中部部会の催事ですが、東部、西部の各部会の会員様も参加可能ですので、奮ってご参加

下さい。 
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産業振興財団 

からのお知らせ 

 

◇ SIBA 第 54 回 貿易実務基礎セミナー 受講生募

集  
貿易が初めてという方、日頃携わっている業務の正確さや効率を高めたいという 

方にオススメです。主に若手～中堅職員の方に多くご受講をいただいております。 

今回は、オンデマンド配信とオンライン座談会の二本立て！ 

オンデマンドなので好きな時に、より理解を深めたい分野を、ご自身のペースで 

ご受講できます(受講日程は 1～2月間で 3パターンございます)。 

オンライン座談会では、講師や受講生との情報交換、業務の疑問解決に 

お役立ていただけます。 

現場のトラブル事例をもとに、実務で役立つノウハウをお伝えします。 

  

■日程・プログラム・講師情報 

 https://www.siba.or.jp/news/events/54.html 

 

■参加費：SIBA 会員：6,000 円/人 

     静岡県内商工会議所および商工会会員：12,000 円/人  

     上記いずれにも該当しない方    ：20,000 円/人 ※税込み 

     【割引対象を、商工会会員様にも拡大しました！】 

■主 催：公益社団法人静岡県国際経済振興会 

■共 催：一般社団法人静岡県商工会議所連合会、静岡県商工会連合会 

 

■お問い合わせ先：SIBA 水野 TEL：054-254-5161 E-mail：mizuno@siba.or.jp 

         公益社団法人 静岡県国際経済振興会（SIBA）水野由香 

 

◆ 出展社募集！「第 28 回 機械要素技術

展 」(令和 5年 6 月・東京ビックサイト)    

  静岡県ブース共同出展のご案内                      

(公財)静岡県産業振興財団では、静岡県内中小企業の加工技術・製品等を首都圏で 

PR する機会を設け、広域的な新規取引先の開拓・拡大等を支援することを目的に、 

日本最大級の機械要素・加工技術を集めた専門技術展「機械要素技術展」で共同出展を 

行います。 

 

■会期・会場：第 28回 機械要素技術展 

       令和 5 年 6 月 21 日(水)～23 日(金)東京ビッグサイト(東京都江東区有明

3-11-1) 

■募集企業数：12社(応募多数の場合は選考にて決定) 

■対象企業 ：静岡県内に本社又は主たる製造工場を有する中小企業で、 

       独自性・新規性・特殊性・優位性に富んだ自社の機械要素・ 

       加工技術等を出展できる企業 

■出展負担金：200,000 円/1 スペース(税込み) ※1社 1スペースのみ 

■募集締切 ：令和 5 年 1月 27 日(金) 

 

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

■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://www.siba.or.jp/news/events/54.html
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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。 

尚、今回の普及啓発セミナーにつきましては、 

沼津市で事業をされている方(沼津市に営業所・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。 

 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。 

 

※詳細はこちらから 

 http://www.ric-shizuoka.or.jp/carbon_neutral/20221219-1.html 

 

■開催日時：令和 5年 1月 24 日(火) 14:00～15:00 

■会  場：沼津商工会議所 1 階コミュニティフォール(沼津市米山町 6-5) 

■対  象：静岡県脱炭素化推進フォーラム会員(未介入の方は下記にて入会ください)

で 

      あり沼津商工会議所会員企業、または沼津市で事業をされている方 

      (沼津市に営業所・工場等あれば可) 

■講  師：企業脱炭素化支援センター  

業務アドバイザー 竹島寿夫(中小企業診断士) 

 

■申込方法：こちらから申し込みください 

 https://tayori.com/form/49f8da92f9b9c7c5d0a782a9f6bd9427f7ced7e5/ 

 

■静岡県脱炭素化推進フォーラム会員登録はこちら 

 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(沼津地

区)開催のお知らせ】             

◆「人とくるまのテクノロジー展 2023 横浜」                   

 静岡県ブース出展企業募集のご案内(再掲)  

静岡県と静岡県産業振興財団では、国内最大の自動車技術展、 

「人とくるまのテクノロジー展 2023横浜」へ静岡県ブースとして県内中小企業の 

共同出展支援事業を行います。製品技術をアピールし、自動車関連の技術者との交流を 

深める場、新たなビジネスチャンスを創出する場として本展示会の活用をご検討くださ

い。 

展示会概要(同展示会の公式 HP)も併せてご覧ください 

https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/  

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/carbon_neutral/20221219-1.html
https://tayori.com/form/49f8da92f9b9c7c5d0a782a9f6bd9427f7ced7e5/
https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/
mailto:innovate@ric-shizuoka.or.jp
https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

■会  期  ：2023年 5月 24 日(水)～5月 26日(金) リアル会場 

        2023年 5月 17 日(水)～6 月 7日(水) オンライン会場 

        (内プレオープン期：2023年 5月 17 日(水)～23日(火)) 

■会  場  ：パシフィコ横浜 

■主  催  ：公益財団法人自動車技術会 

■出展対象  ：以下の内容に関する技術・製品を提案できる県内中小企業 

        ・EV・FCV 等によるゼロ・エミッション、 

         軽量化による燃費向上などの低環境負荷 

        ・自動運転システムをはじめとする安全運転支援 

■募集企業数 ：6 社程度 ※出展申込書の提案内容に基づき選考を行います。 

■展示スペース：1 社当たり W2.0m×D1.5m程度 

        (基礎装飾:展示台、社名板、背面ボードなど) 

        ※展示台サイズではありません。 

         静岡県ブースの出展場所、出展企業数によって 

         変更になる場合があります。 

         併設開催のオンライン展示(5/17～6/7)につきましては、 

         産業財団出展ページ内での掲載 

■出展料金  ：1 小間：200,000 円(消費税込) ※出展料金には基礎装飾費用を含みま

す。 

        展示品の搬入・搬出に伴う料金、人件費等は出展社様の 

        ご負担となります。 

■申込方法  ：募集案内・共同出展申込書はこちらより 

       https://www.shizuoka-shinseicho.jp/2022/12/12/hitotech-3/ 

 

■申込期限  ：令和 5年 1 月 20日(金) ※2 月中旬には出展の採否についてご連絡しま

す。 

 

■問合せ・申込書提出先：(公財)静岡県産業振興財団 取引支援チーム 遠藤 

          TEL：054－273－4433 

 E-mail：torihiki@ric-shizuoka.or.jp 

 

◆ 静岡県企業脱炭素化推進フォーラム入会のご案

内(再掲)   

静岡県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、 

県内企業の脱炭素化支援プラットフォームとして、本年度、(公財)静岡県産業振興財団に 

企業脱炭素化支援センターを設置いたしました。 

それに伴い、同センターの取組を効果的に実施するため 

「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム」を組成いたしました。 

「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム」では、脱炭素化に関するイベント、 

セミナーの開催や情報提供等の普及啓発をはじめ、中小企業等の皆様が脱炭素化を 

図るうえで有益な活動を行ってまいります。  

活動趣旨にご賛同いただける皆様は、この機会に是非ご入会下さいますよう 

ご案内申し上げます。 

 

詳細は以下の URLをご覧ください。 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_801.html 

 

https://www.shizuoka-shinseicho.jp/2022/12/12/hitotech-3/
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
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◆ 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) 

■「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 

 

会員に向けた主な活動内容】 

 1.フォーラムの開催 

 2.普及啓発・人材育成に係る取組(セミナー等) 

 3.各種情報提供 

  ・セミナー等イベント開催の情報提供 

  ・中小企業等の脱炭素化への取組に関する実態調査の結果や 

   中小企業脱炭素化・省エネ事例集等の情報提供 

  ・企業脱炭素化支援センターが収集した情報の優先的な提供 

 4.その他 

  ・中小企業等の脱炭素化を図るうえで会員に有益な取組等 

【会費】 無 料 

【申込方法・問合せ先】 

 ・下記、URLからお申し込み下さい。 

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

  (公財)静岡県産業振興財団 

  静岡県企業脱炭素化推進フォーラム事務局(担当：菊地・八木) 

  〒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 

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

 

https://shizuoka-sangyousouzoupf.jp/
https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/
mailto:innovate@ric-shizuoka.or.jp

