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事務局だより                             

SNBC NEWS 2 月 
 

 政府では新型コロナウイルス感染症の法律上の「2 類相当」から 5 類へ変更するとして議論

が始まりました。ウイズコロナに向けコロナ禍を脱出する大きな一歩となる野ではないでしょう

か。 

 さて、本年度も今月と 3 月の 2 ヶ月を残すのみとなりました。事務局では決算と来年度の計画

案を立案しているところで、会員の皆様におかれましてもお忙しい日々を送られていることと思

いますが、どうぞご健康には留意しお過ごし下さい。 

 さて 1 月の活動報告です。 

 

□1月 23 日（月）中部サロン（新春賀詞交換会） 

   18 時 00 分～20 時 10 分 於：グランディエールブケトーカイ 

・コロナ禍により 3 年ぶりに開催。これまでは中部部会員のみであったが、「魅力付け委員

会」での検討により、全会員に参加枠を広げ、東部・西部からも参加者があり、38 名が

参加する盛大なイベントとなった。 

・交流会の前に、静岡鉄道㈱代表取締役社長の川井敏行様よりテーマを「どん底社長物

語」として、社史や社員の社内愛などの企業風土についてご講演があった。 

 

 

mailto:office-nb@snbc.or.jp


                                   

 

２月行事予定 

 
□令和４年度第２回起業家支援委員会 

 日時：令和５年２月８日（水） 14：00～16：00 

 場所：男女共同参画センターあざれあ 503会議室 

 

□東部 2月サロン 

 日時：令和５年２月８日（水） 18：00～19：30 

 場所：島 本町タワービル（４階） 

 

 □令和４年度第４回企画戦略委員会 

 日時：令和４年２月 14日（火） 14：00～16：00 

 場所：静岡労政会館 第 4会議室 
 

 □令和４年度第２回情報渉外委員会 

 日時：令和５年２月 20日（月） 14：00～16：00 

 場所：静岡労政会館 第 1研修室 

 
 



                                   

 

  

 

産業振興財団 

からのお知らせ 

 

◆【参加募集】(株)リコー 技術ニーズ説明会

〈オープンイノベーション〉 

   

◆ 令和 5 年度 SDGs セミナー開催のご案内 
(公財)静岡県産業振興財団では、「令和 5 年度 SDGsセミナー」を開催いたします。 

本セミナーでは、 

・「地域の課題を解決し、企業の認知度・存在感を高め、業績の向上につなげてい

く」 

 をモットーに、SDGs 経営を体現してきたエネジン㈱の藤田社長が、中小企業でも 

 無理なく実践しやすい活動の手法を熱く語ります。 

・令和 4 年度に「SDGs 貢献企業支援事業補助金」を活用し、SDGs達成を目指し事業を 

 実施した県内企業 5 社が自社の取組内容や成果について発表します。 

 成果を出し続け、社会貢献にも繋がる SDGs 経営のヒントを掴みに、 

 是非ともご参加ください！ 

 

※詳細はこちら： 

 http://www.xeo-ssl.net/ric-shizuoka.or.jp/_medias/fck/20230414SDGs.pdf 
 

■日  時：令和 5年 4月 14 日(金) 13:30～16:10(受付 13:00～) 

■場  所：静岡県産業経済会館 3 階 大会議室(静岡市葵区追手町 44-1) 

      ※新型コロナウイルス感染拡大状況により、オンライン開催へ 

       変更する場合があります。 

■内  容：(1)成果発表：令和 4 年度 SDGs 貢献企業支援事業補助金 採択企業 5社 

      (2)講  演：演題：中小企業にとっての SDGs経営とは 

        講  師：エネジン株式会社 代表取締役社長 藤田源右衛門 氏 

      (3)事業 PR ：令和 5 年度 SDGs 貢献企業支援事業補助金 

■募集対象：県内の中小企業、特定非営利活動法人、支援機関、金融機関 等 

■募集人数：50 名(先着順) 

■参 加 費：無料 

■申込締切：令和 5年 4月 10 日(月) 

■申込方法：下記申込フォーム(Tayori)から必要事項を入力してお申し込みくださ

い。 

      申込フォームはこちら： 

      https://tayori.com/form/b79d36b51cf5e341b80e4e9385ca95e9df2cf6b7/ 

■問合せ先：(公財)静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 勝山 

      TEL：054-273-4434 FAX：054-251-3024 

      E-mail：joho@ric-shizuoka.or.j 

 

オープンイノベーションの取組みの一環として、大手企業の技術ニーズと 

静岡県内企業の技術シーズのマッチングを支援する技術ニーズ説明会を行います。 

今回は、(株)リコーから、IoT やヘルスケア、ロボット、環境など多岐にわたる分野

の 

共創事業を紹介いただける予定です。ビジネスマッチングを希望する県内中小企業や 

支援機関の皆様、ぜひご参加ください。 

 

http://www.xeo-ssl.net/ric-shizuoka.or.jp/_medias/fck/20230414SDGs.pdf
https://tayori.com/form/b79d36b51cf5e341b80e4e9385ca95e9df2cf6b7/
mailto:joho@ric-shizuoka.or.j


                                   

■開催日時：令和 5年 3月 7 日(火) 14:00～16:00(予定) 

■開催方法：オンライン方式(Zoom) 

■内  容：(株)リコーの事業概要および技術ニーズ紹介 ほか 

■参 加 費：無料 

■締 切 り：令和 5年 3月 1 日(水) 

 

■紹介予定の 

 技術ニーズ ：9 分野 13テーマ 

■詳細・申込先：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_858.html 

 

■問合せ：(公財)静岡県産業振興財団 取引支援チーム 大橋 

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

 

◆【参加募集】(株)リコー 知的財産マッチング会  

～自社のものづくりに「(株)リコーの発明」を活かして 

  新たな付加価値をつけてみませんか～ 

 

(株)リコーが保有する特許(開放特許含む)等の技術シーズを活用し、 

新たな製品・サービスの開発を検討や希望する中小企業との 

アイデアマッチングの場です。また製品化を財団スタッフや技術コーディネータ等に 

よる継続的な伴走支援で支えていきます。 

 

■対 象 者：(株)リコーか提供する技術テーマに関心のある企業様 

      外部リソースを用い、イノベーションを図ろうとする企業様 

      ※大企業・中小問わず参加可能です 

■開 催 日：3月 8 日(水) 13:00～17:00 

■開催方法：オンライン(Zoom)による WEB 面談 

■申込締切：2月 22日(水) 

■参 加 費：無料 

■定  員：4枠程度(先着順) 

 

■詳細と参加申し込みは以下のサイトをご覧ください。 

 http://www.ric-shizuoka.or.jp/shizuoka-chizai/ricoh_chizai_matching.html 

 

■問合せ：(公財)静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 加藤 または 兼子 

     E-mail：kato@ric-shizuoka.or.jp TEL：054-273-4434 

 

◆ラウンドテーブル                              

 「モバイルセンサネットワークによるインフラ保全

の高度化」開催のご案内  

無線通信技術とセンサ、カメラを組み合わせたモバイルセンサネットワークにより、 

道路、上下水道、配管設備など様々なインフラの保全作業を低コスト化、効率化するこ

とが可能です。石原教授は「流れる無線カメラによる下水道検査の省力化」をはじめと

したモバイルセンサネットワークによるインフラ保全に関する研究に取り組んでいま

す。 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_858.html
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
http://www.ric-shizuoka.or.jp/shizuoka-chizai/ricoh_chizai_matching.html
mailto:kato@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

講演では、モバイルセンサネットワーク技術およびそれを用いたインフラ保全の動向を 

紹介するとともに、「流れる無線カメラ」による下水管検査技術、管路検査での 

複数ロボット・ドローンの利用技術について解説します。 

 

【日  時】2023年 2月 22 日(水) 14:00～16:00 

【会  場】アクトシティ浜松 研修交流センター 401会議室 

【募集人数】20 社程度(先着順) ※事前申込みが必要です。 

【参 加 費】無料 

 

詳細や申込方法は下記 URLをご覧ください。 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_860.html 

 

◆【参加者募集】ラウンドテーブル「DS・AI を

活用した地域の課題解決について」  

 「知能メカトロニクスで拓く未来」開催のご案内 

(第 1 部)DS・AI を活用した地域の課題解決について 

DS(データ・サイエンス)や AI(人工知能、俗に言う深層学習や機械学習）の 

基礎と応用について教育・研究を行っている。今回はその中でも、演題にあるように 

「DS・AI に基づく地域の企業や自治体の課題解決」について紹介する。 

現在、9つの組織や法人と連携している。中身(質)と濃さ(量)は一つ一つ異なる。 

連携の一つに、富士宮市の卸売業の課題がある。一部アナログ処理が残り、 

発注も経験と勘による属人化になっている。課題は適正在庫を如何に確立するかで、 

深層学習を用いて過去の需要データ並びに関連データを用いた最適在庫を求めている。 

以上の課題の他、社内の業務効率化、DX化など、その他の DS・AI の応用例について 

紹介したい。 

 

 (第 2部)知能メカトロニクスで拓く未来 

メカトロニクス(Mechatronics)は、機械、電気、電子、情報などの分野を融合して、 

生産性向上、製品の機能向上のみならず、私たちの生活や心を豊かにする技術です。 

当研究室では、機械学習を取り入れた知能メカトロニクス、計測機器の精度をソフト的に 

向上させる知的精密計測、および、人と機械の協調作業を研究対象としています。 

当日は当研究室で取り組んでおります以下のテーマについてご紹介する予定です。 

「施設内車いす誘導ロボットの開発」「移動ロボットの通信リスクの影響に関する研究」 

「移動ロボットの精度測定システムに関する研究」 

「工作機械用位置決め装置の精密計測」「楽器演奏支援システムに関する研究」 

 

【日  時】2023年 3月 1日(水) 14:00～16:30 

【会  場】袋井新産業会館キラット あきはホール 

【定  員】20 名 ※事前申込が必要です。 

【参 加 費】無料 

【申込期日】2月 22日(水) 

 

詳細や申込方法は下記 URLをご覧ください。 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_861.html 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_860.html
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_861.html


                                   

 

◆ 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 

 

【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 

 

◆ 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。 

 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_801.html
https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/
mailto:innovate@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 ■「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 

 

◇ ふじのくに 副業セミナー＆マッチング交流会 

企業経営者と副業者との交流会 

 

開催日時：2月 21日(火) 17:00～19:00 

開催方法：Zoom によるオンライン開催 

開催内容：第 1 部 副業人材活用とは一体？メリット・成果を解説 

     第 2 部 県内企業へ現在支援中の副業人材が語る副業への取り組み 

     第 3 部 副業活用検討中の県内企業 4 社と副業希望人材とのオンライン交流

会 

問合せ先：静岡県プロフェッショナル人材戦略拠点(担当：大江・山下) 

     TEL：054-653-1015 

 

詳細・お申込みはこちら 

https://www.shizuoka-cci.or.jp/shiz-pro 

 

◇ シリコンバレービジネスウェブセミナー                    

～モビリティ分野のトレンドとシリコンバレーの活用～ 

CACE・Maasといった電動化やカーボンニュートラルに向けた対応が求められている等、 

自動車産業界には大きな変化が訪れています。そこで米国を中心とした自動車産業を 

取り巻く最新動向を知るため、「モビリティ分野のトレンドとシリコンバレーの活用」

と題して、シリコンバレー駐在経験のある講師を招いたオンラインセミナーを開催しま

す。 

 

■主  催  ：米日カウンシルガバナーズサークル実行委員会(静岡県・広島県・大分

県) 

■開催回数  ：1 回 

■開催日時  ：令和 5年 2 月 16日(木) 14:00～15:10 

■開催形式  ：ZOOM ウェビナー ※申込者限定で後日アーカイブ配信も行います 

■参加対象者 ：静岡県・広島県・大分県内に事業所を有する企業 

■参加人数  ：最大 500名 

■参 加 費  ：無料 

  

             

 

■申込受付について：申込先 URLは以下の通りです。 

          申込期限：令和 5年 2月 15日(水) 

          https://www.seminar-web.com/silliconv/form/ 

 

■問合せ先：セーラー広告(株) 広島支社(運営受託者) 

      TEL：082-227-3123 E-mail：k-fujima@saylor.co.jp 

https://shizuoka-sangyousouzoupf.jp/
https://www.shizuoka-cci.or.jp/shiz-pro
https://www.seminar-web.com/silliconv/form/
mailto:k-fujima@saylor.co.jp


                                   

 
■セミナー内容: テーマ：「モビリティ分野のトレンドとシリコンバレーの活用」 

        講 師：マツダ(株) MaaS事業準備室 

            シニアスペシャリスト 吉田景太 氏 

            ＜略歴＞ 

            2015 年から 2019 年までシリコンバレーに赴任し研究開発なら

び 

            に先進技術の発掘を行い、帰任後はシリコンバレー拠点の 

            本社側キャッチャーを担う。 

 

■申込受付について：申込先 URLは以下の通りです。 

          申込期限：令和 5年 2月 15日(水) 

          https://www.seminar-web.com/silliconv/form/ 

 

■問合せ先：セーラー広告(株) 広島支社(運営受託者) 

      TEL：082-227-3123 E-mail：k-fujima@saylor.co.jp 

 

◇ 第 21 回しずおかビジネスプランコンテスト最終審査

会のご案内(再掲) 

一般、学生あわせて計 62件の応募の中、厳正な審査を通過したビジネスプランが登場！ 

学生、起業家の皆さんの渾身の力を込めたプレゼンテーションを是非ご覧ください！ 

参加申込不要にて、2月 14日(火)13 時より YouTube 動画にてご覧いただけます。 

 

1.開催日時：令和 5年 2月 14 日(火) 13:00～17:30 頃(ライブ配信) 

2.参 加 費：無料(参加申込不要) 

3.下記ホームページ掲載の Youtube Live 配信の URLよりご覧いただけます。 

 

【問い合わせ先】B-nest静岡市産学交流センター 創業者育成室 

 

詳細はこちら 

https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html 

 

◇ 富士市主催「ものづくり力交流フェア 2023」(再

掲)  
本フェアは、富士市を代表するものづくり企業の技術や製品を広く発信し、 

新たな企業間交流やものづくりの担い手づくりに向けた産業交流展示会です。 

新型コロナウイルス感染症の影響で 4年ぶりの開催となります。 

当日は、「ものづくり企業 約 100 社・団体」によるブース展示、ステージにおける 

各種講演や企業 PR などを実施します。 

 

■開催日時：令和 5年 2月 10 日(金) 10:00～17:00 

      令和 5年 2月 11 日(土) 10:00～16:00 

■会  場：富士市産業交流展示場 ふじさんめっせ(富士市柳島 189-8) 

■入 場 料：無料 

      ※ご来場にあたって、当日受付も可能ですが、受付の混雑回避、 

       感染症対策等のため「来場者事前登録」のご協力をお願いしておりま

す。 

       事前登録は、下記の「ものづくり力交流フェア 2023」特設サイトで 

       登録できます。 

 

https://www.seminar-web.com/silliconv/form/
mailto:k-fujima@saylor.co.jp
https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html


                                   

 

 

■開催内容：□ものづくり企業展示ゾーン 

       ・富士市内のものづくり企業展示 

       ・紙のまち富士市 PRゾーン 

       ・CNF(セルロースナノファイバー)展示 

       ・SDGs 取り組み紹介 

       ・支援機関、行政機関、教育機関展示 など 

      □ステージイベント 

       ・基調講演 

       ・CNF講演会 

       ・企業 PRピッチトーク 

       ・産学官連携パネルディスカッション など 

      □企業と学生の交流イベント：学生のための企業ブース見学ツアー 

      □あったか富士山グルメ販売 

      □同時開催イベント：富士市ビジネスマッチングフェア 2023 

                学生×若手社員ぶっちゃけキャリアトーク 

 

■「ものづくり力交流フェア 2023」特設サイト 

 開催内容やスケジュール、出展企業・団体の紹介、来場者事前登録、 

 イベントへの参加申込など、「ものづくり力交流フェア 2023」特設サイトを 

 開設しています。 

 https://www.fujisanmesse.com/event/monozukuri.html 

 

■主催・共催・後援 

【主催】富士市 

【共催】富士商工会議所・富士市商工会・ふじさんめっせ 

【後援】富士市教育委員会、経済産業省関東経済産業局、静岡県、静岡県教育委員

会、 

    静岡県産業振興財団、静岡県中小企業団体中央会東部事務所、JETRO 静岡、 

    静岡県国際経済振興会、静岡県中小企業家同友会富士支部、金融機関 他 

 

■お問い合わせ：富士市産業交流部産業政策課 

        TEL ： 0545-55-2952  E-mail ： sa-

sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp 

 

https://www.fujisanmesse.com/event/monozukuri.html
mailto:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp
mailto:sa-sangyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

