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事務局だより                             

最近は朝晩めっきり涼しくなり、異常に暑かった夏が終わりやっと秋を実感できるよう

になりました。しかし 10 月は台風シーズンとなります。近年温暖化により台風の被害が

増加しているため、どうぞ皆様台風情報には気を配りお気をつけ下さい。 

また、新型コロナ感染症も爆発的に感染は広がっていないものの下げ止まっている状

況で、まだまだ注意が必要です。マスクの着用や手指の消毒、3 密の回避など予防策を

とり、健康に留意しましょう。 

さて、9月の行事報告です。 

 

□ 8 日(火)18：30～ 東部サロン 三島本町タワービル 4 階 

NB フォーラム開催準備について意見交換を行い、詳細な開催概要を下記のとおり

決定しました。 

今後は、当日の役割分担等、当日の流れをシミュレーションしながら決定していきま

す。 

               記 

・開催日 11 月 26 日（木） 

・会場  三嶋大社・三島プラザホテル 

・テーマ「ウィズコロナ時代のニュービジネス」 

・日程 ◆午前の部 9：00～12：00  ニュービジネス大賞 二次審査 

                     （公開プレゼンテーション） 

      ◆午後の部 12：30～受付 

        

第1部 13：00～13：40 

○ 式典 

○ ニュービジネス大賞表彰式 

第2部 14：00～15：00 

○ 基調講演 「ウィズコロナ時代のニュービジネス」 

  国利遺伝研究所名誉教授 五條堀 孝 氏 

第3部 15：00～15：30 

○ 事例発表 

第4部 15：40～17：00 

○ パネルディスカッション「ウィズコロナ時代の地方創生」 

パネリスト ・高橋 義一 氏（Doreming ホールディングス CEO） 

               ・後藤 健市 氏（スノーピーク地方創生コンサルティング、野遊

びリーグ取締役） 

                ・岸本 吉生 氏（経済産業省中小企業政策国際調整官） 

          コーディネーター  

               ・橘川 幸夫 氏（㈱デジタルメディア研究所 代表） 

第5部 17：30～19：30 

○ 交流会  参加費 7,000 円 
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□24 日(木)13：30～ 企画戦略委員会 静岡労政会館 5 階 第 4 会議室 

 「第 29 回静岡県ニュービジネス大賞」の 1 次審査（書類選考）を行い、10 月 13 日に

実施するヒアリング審査に進む企業の選考を行いました。 

 

  
       【審査の様子】活発な意見交換がなされました。 

 



                                   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「しずおか健康食イノベーションセミナー」                  

 ～アフターコロナ時代の食トレンドとおいしい健

康食～   

産業振興財団 

からのお知らせ 

お知らせ                            

静岡県産業振興財団フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンターでは、しず

おか健康食イノベーションセミナーを開催します。現在、新型コロナウィルス感染症

の流行により、人々はこれまでのライフスタイルの変革を余儀なく強いられ、フード

サービスの在り方にも大きな変化を求められています。また、一人ひとりの生活も多

様化とともにマーケットが複雑化するなかで、人々の健康で豊かな生活を支えるフー

ドビジネスのあるべき姿に着目し、食産業を構成する各事業者の進むべき方向性を考

えるセミナーとなります。 

 

詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/ 

 

1.日時   ：令和 2 年 10 月 21日(水) 13:30～16:30 

2.会場   ：ホテルグランヒルズ静岡（ホテルセンチュリー静岡） 

       ５階センチュリールーム 

3.参加料  ：無料 

4.定員   ：80名(先着順) 

5.プログラム：・講演：成熟社会の食産業革命 

        講師：株式会社三菱総合研究所 

           フードビジネス・イニシアティブリーダー 木附 誠一 氏 

       ・講演：近年の消費者の食志向の特徴と今後の傾向 

        講師：株式会社電通 ソーシャルイノベーション部 

           コミュニケーションディレクター 大屋 洋子 氏 

       ・パネルディスカッション： 

         フードサービスの進化と健康長寿へのアプローチ 

        パネリスト：岩手の食材で毎日キュイジーヌ・マンスール 

              宮田 恵 氏 

              株式会社おいしい健康 代表取締役ＣＥＯ 

              野尻 哲也 氏 

              講演講師 2 名（木附 誠一 氏・大屋 洋子 氏） 

6.申込締切日：令和 2 年 10 月 9 日(金) 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団 

      フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンター 

      TEL：054-254-4513  FAX：054-253-0019 

      E-mail :newfoods@ric-shizuoka.or.jp 

http://www.fsc-shizuoka.com/


                                   

 
 

 「令和２年度 創業スキルアップサロン」開催につい

て(再掲) 

静岡県産業振興財団では、「創業スキルアップサロン」を開催致します。本事業は、

静岡県内での創業希望者～創業者（創業後 5 年程度）を対象に、各業種の専門家やメ

ンターから助言を受けながら事業の成長や安定に必要な知識とノウハウ等の習得を目

指すことを目的に開催するものです。 

 

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

 

1.日時   ：(1) 令和 2年 10 月 27日(火) 13：10～17：00 (受付 13：00) 

       (2) 令和 2年 11 月 26日(木) 13：10～17：00 (受付 13：00) 

2.実施場所 ：静岡県産業経済会館 3Ｆ第 1会議室(静岡市葵区追手町 44-1) 

       ※Zoom によるリモート開催に変更となる場合があります 

3.実施内容 ：(1) 小売り関係の創業(13：10～) 

         講演「小売業を創業する際に決めるべき 7 つの事＆売上を 

構成する 5つの要素」 

         講師 (株)サイバーアシスト 代表取締役社長 吉村 正裕 氏 

         メンターとの意見交換会(15：10～) 

         メンター1：(株)サイバーアシスト  

代表取締役社長 吉村 正裕 氏 

         メンター2：(株)ショービ 代表取締役 二村 眞行 氏 

       (2) ＩＴ関係の創業(13：10～) 

         講演「IT 活用による業務効率化とコスト削減について」 

         講師 Japan IT Produce 代表 長谷川 徹 氏 

         メンターとの意見交換会(15：10～) 

         メンター1：Japan IT Produce 代表 長谷川 徹 氏 

         メンター2：(株)アスタワン 代表取締役 久米 幹夫 氏 

4.効果   ：・業種別研修の実施により経営に必要な基礎知識や各業種の専門知識

等の習得。 

       ・メンターの経営に対する考え方やビジョン等に触れて刺激や気づき 

を得る。 

       ・ビジネスにとって有益となり得るネットワーク構築。 

5.対象者  ：静岡県内での創業希望者～静岡県内に事業の拠点を有する創業者 

       (創業から 5 年程度) 

6.募集定員 ：各回 10名程度（先着順） 

7.参加費  ：無料 

8.申込締切日：令和 2 年 10 月 23日(金) ※定員に達した段階で募集は締切ります。 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム 

      TEL：054－254－4511 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/sogyo_skillup/


                                   

  

「ビジネスマッチング in トヨタ自動車(株) 東富士研

究所」開催について(再掲) 

静岡県産業振興財団では、トヨタ自動車(株) 東富士研究所を対象に県内企業が保有

する新技術・新製品を提案し、同社との新規取引や共同研究開発の機会の創出を目指

すビジネスマッチングを開催します。 

 

詳しくはこちら：http://shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/289 

 

1.会  期：【第２期】 11 月 

      【第３期】 ２月 

      ※詳細な日程は選考後相談。 

2.対象企業：・静岡県内に生産拠点または研究拠点を有する企業等 

      ・自社の固有技術を活用して、次世代自動車に資する技術・製品を有す 

       る企業 

3.募集期間：【第２期】 9 月１日(火)～10月 30日(金)17 時まで 

      【第３期】 11 月 2 日(月）～1月 29日(金)17 時まで 

4.申込費用：無料 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団 研究開発支援チーム 

      TEL : 054-254-4512  FAX：054-251-3024 

      E-mail : sangyou@ric-shizuoka.or.jp 

 

「地域経済牽引事業計画」作成のご案内(再掲) 

静岡県産業振興財団では、地域未来投資促進法に係る「地域経済牽引事業計画」の

作成をご検討されている企業の方々に対し、作成支援を行っています。同計画に承

認された場合は、(1)設備投資に係る減税措置、(2)国補助事業の優遇などのメリッ

トを享受できます。 

制度の詳しい説明や計画作成方法についてご関心等ございましたら、お気軽にお問

い合わせください。 

 

〇地域未来投資促進法に係る制度の仕組み、支援措置については、 

 経済産業省の Webページにてご確認ください。 

 ⇒ https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html 

〇地域牽引計画については、静岡県の Web ページにてご確認ください 

 ⇒ https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-030e/chiikimirai.html  

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団  革新企業支援チーム 

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

http://shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/289
mailto:sangyou@ric-shizuoka.or.jp
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-030e/chiikimirai.html
mailto:joho@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 

「静岡県プッシュ型事業承継支援高度化事業個

別相談会」のお知らせ(再掲)  

静岡県産業振興財団・静岡商工会議所は、県内中小企業の事業承継支援を目的とした 

「静岡県プッシュ型事業承継支援高度化事業（中小企業庁受託事業）」を実施してお

ります。 

 本事業では、商工会議所・商工会と連携して親族内承継・従業員承継等に関する個

別相談会を開催しておりますので、相談希望の方は、本ホームページからお申込みく

ださい。 

 

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

 

【個別相談会】1.日時・会場：ホームページ「相談会スケジュール」をご覧くださ

い。 

       2.相  談  員：プッシュ型事業承継支援高度化事業 

              ブロックコーディネータ－（中小企業診断士・税理

士） 

              3.対      象：県内中小企業の経営者、後継（予定）者など 

       4.費      用：無料 

       5.そ の 他：相談内容の秘密は厳守します 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム 

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

「オンラインエシカルフェスタ」参加事業者募集につ

いて 

静岡県では、一人ひとりが日常生活の中に自分らしいエシカルを１つでも「プラス」

し、エシカルライフを始めるきっかけとしていただくことを目的に、オンラインエシ

カルフェスタを令和 2 年 11 月１日（日）～令和 3 年 2 月 28 日（日）に開催するた

め、参加事業者を募集します。 

県ポータルサイトで、フェアトレード、授産製品、地産地消・地場産品、環境にやさ

しいなど、エシカルな商品・サービスを取り扱うお店・事業者のみなさまを積極的に

紹介していきます。多くの事業者のみなさまの御参加をお待ちしております！ 

 

詳しくはこちら： 

 http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110/boshuu/plusethical.html 

 

1.開催期間  ：令和 2年 11 月１日(日)～令和 3年 2月 28 日(日) 

2.会場    ：県ポータルサイト「プラス・エシカル」で実施 

        https://www.shizuoka-shohi.jp/ethical/ 

3.内容    ：・エシカルライフを楽しく知ることができるいくつかの動画を配信

したり、実際にエシカルな商品が購入できるよう、事業者のみな

さまのサイトをリンクでつなぎます。 

        ・フェスタ開催にあわせ、エシカルなライフスタイルを SNS 投稿し

ていただいたら、抽選でプレゼントが当たるハッシュタグキャン

ペーンも併せて開催します。 

      

 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/push-shoukei/
mailto:yamazaki@ric-shizuoka.or.jp
http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-110/boshuu/plusethical.html
https://www.shizuoka-shohi.jp/ethical/


                                   

     

4.一次募集期限：令和 2年 10月 16日(金) 

 

【問合せ先】静岡県くらし・環境部県民生活局県民生活課 

      TEL：054-221-2175  FAX：054-221-2642 

      E-mail：plusethical@pref.shizuoka.lg.jp 

 

「医療機器参入促進セミナー」開催のご案内 

 

静岡県では、医療健康産業政策の推進を図るため、「ファルマバレープロジェクト」

と山梨県の「メディカル・デバイス・コリドー推進計画」の相互連携を推進していま

す。 

この度、山梨県のものづくり企業の医療機器関連分野における総合相談窓口であるメ

ディカル・デバイス・コリドー推進センターでは、医療機器産業への参入促進を目的

としたセミナーを開催いたします。 

 

【オンライン開催】 

メディカル・デバイス・コリドー推進センター・医療機器参入促進セミナー 

当セミナーは山梨県内企業のみならず、県外からもご参加いただけまる、Zoom ウェビ

ナーを使用したオンラインセミナーです。参加費は無料です。 

 

1.開催日時 ：令和 2 年 10 月 23日(金) 14:00～16:00 

2.対象者  ：医療機器産業への参入または取引拡大を希望する県内外企業 

3.申込締切 ：令和 2 年 10 月 16日(金) 17:00 

4.定員   ：500 名先着順 

5.申込方法 ：下記 URLより申し込みください。 

       

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2Nz727ES8FIaBYFEucrfLH

yIhLQNFimkDRARihXNURVNDSEVYQlRaOVVNT0w0VTlRMU80RlMzVC4u 

6.プログラム：基調講演１：山梨大学の取り組みについて（仮） 

       岩崎 甫氏（山梨大学副学長） 

       基調講演２：医療機器事業化にあたっての心構え 

       妙中 義之氏（国立循環器病センター名誉所員） 

       参入促進セミナー：医療機器産業への参入における業許可について 

       ～業許可をビジネスに繋げる～ 小平 直氏（せたがや行政法務事務

所） 

 

【問合せ先】医療機器参入促進セミナー事務局 

      メディカル・デバイス・コリドー推進センター 

      TEL：055-220-2091 E-mail：mdcc@yiso.or.jp 

 

mailto:plusethical@pref.shizuoka.lg.jp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2Nz727ES8FIaBYFEucrfLHyIhLQNFimkDRARihXNURVNDSEVYQlRaOVVNT0w0VTlRMU80RlMzVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=S2q2Nz727ES8FIaBYFEucrfLHyIhLQNFimkDRARihXNURVNDSEVYQlRaOVVNT0w0VTlRMU80RlMzVC4u
mailto:mdcc@yiso.or.jp


                                   

 
 
 

「令和元年度静岡県富士工業技術支援センター

研究発表会」開催のご案内 

静岡県富士工業技術支援センターでは、新型コロナウイルスの感染拡大の懸念か

ら、開催を延期していた令和元年度研究発表会を開催します。 

なお、新たに導入した「高機能シート試作装置」の見学も開催します。 

  

詳しくはこちら：https://www.iri.pref.shizuoka.jp/seminar/event/2472.html 

  

1.日  時 ：令和 2年 10月 28 日(水) 13：25～16：45 

2.場  所 ：富士工業技術支援センター 大研修室（富士市大渕 2590-1） 会場定員

44 名 

3.内  容 ：プログラムを参照してください。 

4.参 加 費：無料 

5.申込方法：参加申込書を、ＦＡＸまたは電子メールにてお送りください。 

      ＦＡＸ: 0545-35-5195 

      電子メール:fujikougi@pref.shizuoka.lg.jp 

6.環境対策：新型コロナウイルス感染予防対策について： 

      (1) 当日来所前に体温を測定し、マスクを着用してお越しください。

体調が良くない、周囲に感染が疑われる方がいる場合や陽性患者

との濃厚接触の疑いがある場合は参加を見合わせてください。 

      (2) ご来所の際に受付で体温の申告をお願いします。なお、事前申込

が無い場合、受付で名刺をご提示ください。ご提示の名刺は来場

者管理の一環として写真撮影させていただきます。 

      (3) 会場内の混雑を防止するため、入場制限する場合があります。 

             

 

      TEL：0545-35-5190  E-mail：fujikougi@pref.shizuoka.lg.jp 

既成概念を取り払う！「民＋官 管理者交流セミナ

ー」参加者募集 

静岡県では県内企業の経営者等と県や市町の管理職が交流・研修を行う「民＋官 管理

者交流セミナー」を開催します。異業種の参加者との討議・交流を通じ、管理者に求

められる戦略を学びます。 

 

詳しくはこちら： 

 https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-020/kanrishakouryuseminar.html 

  

1.日時  ：令和 2年 11月 19 日（木）～20 日（金）＜1泊 2日＞ 

2.会場  ：御殿場高原ホテル Ｂｒｕｓｈ.Ｕｐ 

3.定員  ：<民>企業経営者、支店長、部課長 10人 

      <官>市町・県の課長級職員 20人 

4.参加費用：17,000 円（予定）/ 宿泊、昼食、夕食の実費 

5.申込締切：令和 2年 10月 14 日(水)(先着順) 

 

【問合せ先】静岡県経営管理部行政経営局人事課（自治研修所） 

      TEL：054-245-6171 

https://www.iri.pref.shizuoka.jp/seminar/event/2472.html
mailto:fujikougi@pref.shizuoka.lg.jp
https://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-020/kanrishakouryuseminar.html


                                   

 
7.県外参加：県外からのご参加につきましては、開催日直近における県の方針（警戒

レベル）に沿って取り扱いますので、参加の自粛をお願いする場合があ

ります。 

      https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-keikailevel.html 

  

【問合せ先】静岡県富士工業技術支援センター 技術支援担当 

      TEL：0545-35-5190  E-mail：fujikougi@pref.shizuoka.lg.jp 

 

「生産現場の機械保全技術」セミナー追加開催の

ご案内 

ポリテクセンター静岡では、在職中の方のスキルアップを目的とした２～５日間の

「能力開発セミナー（在職者訓練）」を実施しております。この度、「生産現場の

機械保全技術」セミナーを追加開催することとなりましたので、ご案内いたしま

す。 

詳しくはこちら： 

 https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/X101-A01-A-3M294.html 

 

1.コース名 ：生産現場の機械保全技術 

2.開 催 日 ：令和 2 年 12 月 2 日(水)、3日(木) 

3.定  員 ：12名 

4.受 講 料 ：12,500 円 

5.会  場 ：ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区登呂 3-1-35） 

6.申込方法 ：受講申込書を FAXで送付 

7.受講申込 

https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/moushikomisyo.html 

 

【問合せ先】ポリテクセンター静岡 訓練課（静岡県静岡市駿河区登呂 3-1-35） 

      TEL：054-285-7184 FAX：054-285-5192 

 

「第 19 回しずおかビジネスプランコンテスト」

参加者募集のご案内 (再掲) 

 
静岡市産学交流センターでは、第 19 回しずおかビジネスプランコンテストへの参加者

を募集してしています。応募を検討されている方は 10 月 21日までご応募ください。 

  

詳しくはこちら：https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html 

  

1.応募資格 ：国内外問わず 

       【一般部門】 

        創業準備中の方、新たな事業(ベンチャーを含む)に挑戦中の方 

       【学生部門】 

        ビジネス的な視野を広げたい、また、将来起業を考えている学生 

2.応募締切日：令和 2 年 10 月 21日(水) 

3.最終選考 ：令和 3 年 2月 16 日(火) 13:00～18:00 

  

【問合せ先】静岡市産学交流センター 創業者育成室 伊藤 

      TEL：054-653-8800  E-mail：bizcon@b-nest.jp 

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-keikailevel.html
mailto:fujikougi@pref.shizuoka.lg.jp
https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/X101-A01-A-3M294.html
https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/moushikomisyo.html
https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html
mailto:bizcon@b-nest.jp


                                   

 
 

「静岡県インキュベートセンター入居者募集」のご

案内（再掲） 

静岡県では、今後創業しようとする方や創業間もない方を対象として、研究開発・事業 

活動の場として、ご利用いただける「インキュベートセンター」を県内 3箇所（沼津・

富 

士・浜松都田）に設置しており、入居者を募集しています。 

 

詳しくはこちら：http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510e/h17-2bosyuu.html 

 

1.入居対象者：次のすべての条件を満たす個人又は法人 

       (1) これから創業しようとする方又は創業して 5年未満の方 

       (2) 製造業・印刷業・ソフトウェア業・情報処理サービス業、 

         その他知事が認める業種の方 

       (3) (2)の事業について優れた技術開発力を持つと認められる方 

         （事業計画書や資格審査の面談にて判断します） 

2.申請方法 ：随時、相談・見学を受け付けています。事前相談後、申請書類を提出 

 

【問合せ先】静岡県 経済産業部 商工業局 商工振興課 

      TEL：054-221-2990  FAX：054-221-3216 

      E-mail：ssr@pref.shizuoka.lg.jp 

 

 

「30 代・40 代の就職氷河期世代対象の合同企業

説明会」参加企業募集のご案内 

関東経済産業局主催で、企業様と、30 代・40 代の正社員就職を目指す就職氷河期世

代の方を対象とした合同企業説明会をオンラインで開催します。【オンライン開催】

【参加無料】のイベントですので、人材不足にお悩みの企業様はぜひご参加くださ

い。 

詳しくはこちら：https://tokusen-company.com/events/r2middle-event/ 

 

1.日時   ：令和 2 年 10 月 22日（月）13：00～16：30 

2.実施方法 ：オンラインでの実施 以下の 2 種類から参加方法をお選びいただけま

す。 

       (1) LIVE 配信：配信会場（東京）へお越しいただきます。 

       (2) 録画配信：当日に配信する企業説明動画を貴社でご用意の上、 

              事務局に提出。 

         録画配信をご希望の企業様には、録画作成のポイントをまとめた 

         マニュアルをご提供します。 

       ※1社 20分の配信となります。 

       ※開催後 1ヵ月間（予定）オンデマンド配信を行います。 

3.来場者  ：30代・40代の正社員就職を目指す方 

4.参加費  ：無料 

5.申込締切日：令和 2 年 10 月 8 日(木) 

6.その他  ：参加企業数は 20 社の予定です（広域関東圏全県で）。 

       申込多数の場合は抽選により 決定いたします。 

 

【問合せ先】地域中小企業人材確保事業運営事務局 

      株式会社学情（担当：栗本・家澤・添田） 

      TEL：03-3545-7330  FAX：03-3545-7311 

      E-mail：kanto-jinzai@gakujo.ne.jp 

 

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510e/h17-2bosyuu.html
mailto:ssr@pref.shizuoka.lg.jp
https://tokusen-company.com/events/r2middle-event/
mailto:kanto-jinzai@gakujo.ne.jp

