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事務局だより
SNBC NEWS 1１月
大分肌寒くなりました今日この頃です。会員の皆様方におかれましては、如何お過ごし
でしょうか。10 月の事務局の動きについて報告します。
□ 8 日（木）JNB 全国大会オンライン開催 10 時～17 時
※栃木県宇都宮で開催される予定であったが、感染拡大防止のため、出演者を全てリ
モートでつなぎオンライン配信となった。
住所
〒420-0034
静岡市葵区常磐町 2-6-8
TOKAI ビル 8F
TEL
054-273-4835
FAX
054-653-4988
E-MAIL
office-nb@snbc.or.jp

(1) 主催者トップ対談 10：00～11:20
池田弘氏（JNB 会長）、豊永厚志氏（中小企業基盤整備機構理事長）及び北畑隆夫
氏による鼎談
(2)
基調講演①
12:00～13：20
講師：㈱ディー・エヌ・エー 代表取締役会長 南場智子氏
(3) 基調講演②
14：00～15：20
講師：アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役会長 大山 健太郎氏
(4) 第 15 回ニッポン新事業創出大賞 授賞式 16：00～17：00
・【特別賞】4 社、【優秀賞】2 社、【地方創生賞】1 社、【最優秀賞】3 社の順で発表さ
れ表彰された。
・既報のとおり、本協議会より推薦した、㈱Otono が地方創生賞を西光エンジニアリ
ング㈱が特別賞を受賞した。

当協議会 Web サイト
URL
http://www.snbc.or.jp

□ 26 日(月) 第 3 回理事会 あざれあ 4 階 特別会議室 14：00～15：30
出 席 者：・鴇田勝彦会長・曽根正弘総括副会長・古谷博義副会長・室伏強副会長
・菊地勝男理事・山内倭子理事・松浦令一理事・小泉孝之理事
・野々山茂理事・鈴木和寿理事・山田潤理事・西野佳和理事
・原田道子理事・神谷竹彦理事・堀部莞爾理事・矢板橋一志理事
・太田智之専務理事
・桜井敏雄監事・鈴木高師監事
開 会：太田事務局長が開会を宣言し、定数 22 名中出席者 17 名で定款第 30
条第１項に基づく定足数を満たしていることを報告した。
議長選出：定款第 27 条の規定により鴇田会長が議長を務める。
議事録署名人:議長は、議事に先立ち、議事録署名人に櫻井監事を指名した。
(議事の経過及び結果)

1 議決事項について
(1)第 1 号議案「第 29 回静岡県ニュービジネス大賞」の第二次審査対象企業
の承認について
・太田事務局長は、議案書に基づき、資料により説明した。
・古谷企画戦略委員長から審査の経過、状況等について補足説明があった。
説明及び補足説明の要旨は次のとおり。
・6 月 1 日～8 月 31 日 NB 大賞募集期間
・5 月 27 日
第 1 回理事会において｢ＮＢ大賞｣実施要領報告承認
・6 月 29 日 (一社)静岡県 NBC 総会(PR)
・8 月 31 日 応募企業 14 社（前年度 14 社 同数）
・9 月 24 日 企画戦略委員会開催
‥‥第 1 次書類審査(14 社中 7 社ヒアリングを決定）
・10 月 13 日 7 社のうち 1 社辞退により 6 社による第一次ヒア実施
(第 2 次ヒアリング 4 社を内定)
・10 月 26 日 理事会開催日‥‥理事会の承認を得る。
・10 月 24 日(水) 「2018 静岡県ニュービジネスフォーラム in 浜松」
‥‥第 2 次審査(午前中 NB 大賞･特別賞決定
‥‥表彰式(13:45～)
議長は、第 1 号議案「第 29 回静岡県ニュービジネス大賞」の第二次審査
対象企の承認について出席した理事に諮ったところ、全員異議なく原案どお
り下記の 4 社が承認された。（50 音順）
1 アーモンド(株)
2 COSMIC TRADING(株)
3 (株)キコーコーポレーション
4 (株)深澤自動車工業
(2) 第2号議案「会員の入会承認について」
太田事務局長は、第2号議案「会員の入会承認について」議案書により説明
した。また、入会希望者の紹介者によるプロフィールについて説明があった。入
会者は次のとおりであり、承認された。
普通会員 1 団体 （敬称略）
【普通会員】
法人名：㈱伊藤園
代表者名：静岡地区営業部長 柳田 隆
業種：茶製品及び資料飲料水の製造、販売
住所：〒420-0009 静岡市葵区神明町 85－2
紹介者：清水総合コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長 野々山 茂

2 協議事項について
（1）「2020静岡県ニュービジネスフォーラムin東部」の開催について
・太田事務局長は、開催パンフレット及びタイムスケジュールの資料に基づき
説明した。また、室伏副会長より補足説明を行い、多くの参加者要請を理
事に依頼した。
（2）令和２年度海外調査事業の中止について
・太田事務局長は視察候補地のイスラエルや欧州の新型コロナウイルスの感染
拡 状況を説明し、各国における感染が非常に拡大している状況や出入国
の規制等がひかれていることを踏まえ、本年度は中止することが決定した。
（3）部会活動交付金の精査について
・各部会に交付している交付金に関して、本年度はコロナ禍により計画とおりに
実施出来ていない状況に鑑み、必要な事業費について精査し交付請求をす
るように依頼した。
3 報告事項について
① 令和 2 年度事業の進捗状況・今後の事業計画
・資料 令和 2 年度事業の進捗状況・今後の事業計画により事務局より報告した。
② 会員の加入・退会の状況について
・資料「令和２年度会員の加入・退会状況(10 月 26 日現在)」の資料を添付
コロナ禍により退会が増加・入会数が少ない状況を説明。現在 119 会員である。
③ 予算の執行状況について
・上半期の終了時点で、予算の収支執行状況及び今後の見込みについて説明。
・収入に関して、会員数減及び広告費の減により計画を下回っている。支出はコロナ
禍により実施出来ない事業があり、収支は拮抗しているものの、現状では昨年度
の赤字を解消できる状況にない。

産業振興財団
からのお知らせ

お知らせ

「知的財産マッチング会（大阪ガス株式会社
の技術シーズの紹介）」のご案内
静岡県産業振興財団では、大阪ガス株式会社の技術シーズ(開放特許) を紹介し、県
内企業の有する技術課題の解決や革新的な製品会に役立てていただく「知的財産マッ
チング会」を開催します。
開催方法は、イベント方式ではなく、個別マッチング方式となります。当サイトで
大阪ガス株式会社の技術シーズ資料をダウンロードできますので、関心のある技術シ
ーズがあれば、お気軽にお問合せください。大阪ガス株式会社とＷＥＢで直接面談す
る機会を設けます。
詳しくはこちら：
http://www.ric-shizuoka.or.jp/shizuoka-chizai/osakagas_chizai_matching.html
1.実施期間
2.実施方法

：令和 2 年 10 月～令和 2 年 12 月 25 日(金)
：上記実施期間中の随時開催となります。
(1) 大阪ガス株式会社が保有する技術シーズ(開放特許)を
当ＷＥＢサイト上で公開。
(2) 関心のある技術シーズがあり、技術に関する詳細情報等を
ご希望のある場合は、弊財団で調整のうえ、大阪ガス様との
個別ＷＥＢ面談の場を設定いたします。
3.対象事業者：静岡県内に事業所を有する企業
4.提供シーズ：<材料・化学編>
(1)-1. 廃棄物のメタン発酵処理システム
(1)-2. 廃棄物からのメタンガス精製方法
(1)-3. ポリ乳酸の分解方法、及びポリ乳酸を含む有機物の処理方法
(1)-4. 二酸化炭素を吸着する材料
(1)-5. 色素増感太陽電池
(1)-6. 全固体塗布型太陽電池
(1)-7. チタン系ナノ材料の用途探索
（チタン酸ナノシート、チタニアナノ粒子）
(1)-8. 多層グラフェン
<環境・エネルギー／ICT 編>
(2)-1. 管内を自走可能なロボット
(2)-2. 焼却灰の処理方法と処理設備
(2)-3. 海生物の付着防止システム
(2)-4. 排気システムの騒音を低減する装置と構造
(2)-5. 警備システムの効果的な制御方法
(2)-6. 警報装置
(2)-7. エネルギー消費量の表示、予測システム
(2)-8. 農業トリジェネ用排ガス利用技術
(2)-9. 再生可能エネルギーの電力品質制御
(2)-10 ジオポリマー
【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
担当：高橋・兼子
TEL：054-273-4434
E-mail : chizai@ric-shizuoka.or.jp

【WEB 講座】
「中小企業における開発設計のための CAE シミ
ュレーション基礎と使いこなし講座」
静岡県産業振興財団では、大手電機メーカーで CAE 歴 30 年超、実践テーマ 800 件の
ベテラン技術者から、構造解析を中心とした CAE の役割や効果、活用するための基本
的な知識、具体的なソフトウェアの種類と使いこなしについて詳しく解説いただきま
す。自社の CAE の導入検討や活用促進のために、是非とも本講座をご活用ください。
なお、例年開催している本講座ですが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点
から、今年度は動画配信ツールを利用したオンライン動画配信にて実施いたします。
詳しくはこちら：http://www.shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/295
1.視聴期間：令和 2 年 11 月 30 日(金)～12 月 13 日(日)（14 日間）
※上記期間内であればいつでも視聴いただくことができます。
2.対
象：自動車関連分野の技術開発に携わる、もしくは今後携わる予定で、
新たな技術分野に関心のある県内企業の技術者、研究者、経営者等の方
3.受 講 料：3,000 円/1 名
4.講座内容：(1) CAE の概要
(2) これまでの進化と最新技術
(3) CAE を使いこなすために
5.申 込 先：一般社団法人中部産業連盟（事業実施機関）
https://www.chusanren.or.jp/sc/sdata/4566.html
6.募集締切：令和 2 年 11 月 20 日(金)

【Web 講座】
「次世代自動車要素技術 生産技術研究講座」
のご案内
静岡県産業振興財団では、自動車業界の最新動向・技術戦略を理解し、自社の経営
戦略立案や具体的な技術開発に役立てることを狙いとして、次世代自動車要素技術
研究講座を開催します。自社の技術課題解決や開発への取り組みを具体化させ、現
場で実践していけるような人材の育成に、ぜひ本講座をご活用ください。
なお、例年開催している本講座ですが、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観
点から、今年度は動画配信ツールを利用したオンライン動画配信にて実施いたしま
す。
詳しくはこちら：http://www.shizuoka-shinseicho.jp/events/view/149
1.視聴期間：令和 2 年 12 月 7 日(月)～12 月 20 日(日)（14 日間）
※上記期間内であればいつでも視聴いただくことができます。
2.対
象：自動車関連分野の技術開発に携わる、もしくは今後携わる予定で、
新たな技術分野に関心のある県内企業の技術者、研究者、経営者等の
方
3.受 講 料：5,000 円/1 名
4.講座内容：(1) 樹脂コンポジットから見た自動車の軽量化
(2) 次世代自動車のもの造り・異種金属の接合（材料・生産技術）
(3) 熱可塑性樹脂 CFRP の自動車用構造材料の応用について
5.申 込 先：一般社団法人中部産業連盟（事業実施機関）
https://www.chusanren.or.jp/sc/sdata/4564.html
6.募集締切：令和 2 年 11 月 27 日(金)

「健康食イノベーション地域セミナー」聴講者募集
のご案内
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、令和
元年度からスタートした「健康食イノベーション推進事業」の県内全域への周知と同
事業で設置する「健康・食フォーラム」への参画企業を募るため、食品関係・研究機
関関係者等を対象とした地域セミナーを「三島市」、「浜松市」で実施します。
詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/20201028/
1.日時・会場：【東部】令和 2 年 11 月 25 日(水) 14:00～16:00
三島商工会議所 1 階 TMO ホール（三島市一番町 2-29）
【西部】令和 2 年 11 月 27 日(金) 14:00～16:00
アクトシティ浜松 コングレスセンター43＋44 会議室
（浜松市中区板屋町 111-1）
2.参加費
：無料
3.内容
：(1) 静岡県産業振興財団の取組紹介「健康食の需要創造と販路開拓」
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
センター長 望月 誠
(2) 静岡県立大学の取組紹介
「リビングラボによる健康・食の『見える化』の推進」
【東部】静岡県立大学
教育研究推進部参事兼地域・産学連携推進室長 澤井 亨 氏
【西部】静岡県立大学 副学長 合田 敏尚 氏
(3) 講演
【東部】「日本の食の課題と EBN（evidence based nutrition）」
日本大学短期大学部 食物栄養学科・専攻科食物栄養専攻
教授 高橋 敦彦 氏
【西部】「超・栄養へのトランスフォーメーションとヘルスケア」
国立大学法人 浜松医科大学 医学部 医学科 健康社会医学講
座
准教授 中村 美詠子 氏
【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

「ロボット産業参入促進セミナー」Web 開催のご
案内
静岡県と静岡県産業振興財団では、成長産業分野の一つであるロボット産業分野へ新
たに参入する意向のある企業や既に参入している企業に対して、啓発から研究開発助
成、事業化助成等の支援に取り組んでいます。制御やセンサーなどの高い技術力を持
つ企業が多く立地する静岡県の強みを活かすことが期待できる分野である産業用ロボ
ットやサービスロボットへの参入を促進するために、ロボット産業の現状や今後の展
望、先端技術や自動化事例についてのセミナーを開催します。
なお、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、YouTube を利用した配信にて実施
します。
詳しくはこちら：https://www.chusanren.or.jp/shizuoka2020/robot.html
1.配信期間：令和 2 年 11 月 9 日(月)～11 月 15 日(日)
2.視聴対象：静岡県内に所在地を有し、ロボット産業分野に新たに参入する意向のあ
る
企業や、既に参入している企業等
3.受講料 ：無料
4.テーマ ：『ものづくりにおける産業ロボットビジネスの現在と未来』
講師：株式会社 MIRAI-LAB 代表取締役 日比野 学 氏
『高まる自動化のニーズ！
-協働ロボット活用にむけたリスクアセスメント-とは』
講師：因幡電気産業株式会社 産機カンパニー
メカトロシステム部 ロボットシステム２課 山本 晋悟 氏
『新時代のコミュニケーションロボットの社会実装について』
講師：シャープ株式会社
通信事業本部 市場開拓部 部長 景井 美帆 氏
『ロボット技術アドバイザーの活動内容や
ロボット産業への新規参入の事例紹介など』
講師：ふじのくにロボット技術アドバイザー 長谷川 徹 氏
【問合せ先】事業実施機関：一般社団法人中部産業連盟（名古屋市束区白壁 3-1213）
マネジメント事業部 マネジメント研修部 担当：安藤、石原
TEL：052-931-9826 FAX：0120-342-340

「令和 2 年度 ふじのくに CNF 総合展示会」開催の
ご案内
静岡県では、県内企業の CNF を活用した製品開発を促進するため、国内 CNF メーカ
ーや CNF 応用製品開発企業等の出展企業と来場者によるビジネスマッチングの場とな
る「ふじのくに CNF 総合展示会」をオンラインで開催します。今年度のふじのくに CNF
総合展示会では、11/24～3/31 の開催期間中に、10 本以上の講演・セミナーを随時公
開する予定です。
・講演・セミナー（動画）は期間限定で、随時入れ替わります。
・公開期間終了後は視聴できません。
・事前申込なしで視聴いただけます。
詳しくはこちら：https://fujinokuni-cnf.com/

1.開催時期：令和 2 年 11 月 24 日(火)～令和 3 年 3 月 31 日(水）
（ウェブサイト公開期間）
2.開催場所：オンライン（ふじのくに CNF 総合展示会ウェブサイトにて開催）
3.主
催：ふじのくに CNF フォーラム/静岡県
4.内
容：(1) 企業・団体等の出展（常設展示）
・企業ブース（製品展示ページ）
・企業プレゼンテーション（動画）
(2) その他（期間限定の企画イベント）
・講演・セミナー（開催期間中随時公開）
・県工業技術研究所研究員による技術相談 （11/24～12/8、予約制）
5.参加費 ：無料
【問合せ先】ふじのくに CNF 総合展示会運営事務局 株式会社エイエイピー（担当：岡
田）
TEL：054-284-6754
E-mail : info-cnf@aap.co.jp

「令和 2 年度 ふじのくに CNF 総合展示会技術相
談」申込み受付のご案内
静岡県では、県内企業の CNF を活用した製品開発を促進するため、国内 CNF メーカー
や CNF 応用製品開発企業等の出展企業と来場者によるビジネスマッチングの場となる
「ふじのくに CNF 総合展示会」をオンラインで開催します。
今年度のふじのくに CNF 総合展示会では、11/24(火)～12/8(火)(土日を除く)に、静
岡県工業技術研究所(工業技術研究所・富士工業技術支援センター)の研究員が CNF に
関する個別相談をオンラインで実施します。
・相談時間は 1 企業につき 30 分程度です。（事前予約制）
・当日は Webex Meetings というウェブ会議システムでのオンライン相談となりますの
で、事前にそのログイン方法や技術相談の手順などの詳細を記したマニュアルをお送
りいたします。
CNF に関する技術的なご相談ごとがございましたらこの機会にぜひご活用ください。
詳しくはこちら：https://fujinokuni-cnf.com/
【問合せ先】ふじのくに CNF 総合展示会運営事務局 株式会社エイエイピー（担当：
岡田）
TEL：054-284-6754
E-mail : info-cnf@aap.co.jp

「第 12 回 Medtec Japan」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、医療機器の製造・設計に関する分野で県内中小企
業の情報発信・販路開拓を支援するため、「第 12 回 Medtec Japan」に静岡県ブースを
設置する事とし、同ブースに出展を希望される中小企業を募集します。
詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_664.html
1.会
期：令和 3 年 4 月 14 日（水）～16 日（金）
2.会
場：東京ビッグサイト 西展示棟
3.出展対象：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
※出展対象製品は添付の「募集案内」、若しくは主催者 HP にて
ご確認ください.
http://www.medtecjapan.com/
4.募集企業：10 社
※予定を超える応募があった場合は、申込書の内容に基づき選考を行い
ます
5.スペース：間口 1.5ｍ、奥行 3ｍ程度 （装飾プランにより調整があります）
6.出展料金：100,000 円 （税込）／１スペース（※１社１スペースのみ）
7.申込方法：出展申込書に必要事項を記入し、メールにてお申込みください（Word 形
式）
8.申込期限：令和 2 年 11 月 6 日(金)
【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

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

「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 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 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

「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

「管理職向けマネジメントセミナー」のご案内
静岡市では、管理職を対象に、外国人部下を持つ管理職向けと女性・若手部下
を持つ管理職向けに「マネジメントセミナー」を開催します。
詳しくはこちら：
https://www.uruoiplus.jp/gyousei_seminar.html#hatarakikata04
外国人部下を持つ管理職向け
1.開催日：令和 2 年 11 月 20 日(金) 13：30～16：30
2.内容 ：演題：外国人部下マネジメント研修
講師：株式会社グローバルマネジメント研究所
ディレクター 松井 恭士 氏
女性・若手部下を持つ管理職向け
1.開催日：令和 2 年 12 月 4 日(金) 13：30～16：30
2.内容 ：演題：女性部下・若手部下を育成するスキルアップ研修
講師：株式会社キャリエーラ 代表取締役 藤井 佐和子 氏
上記２セミナー共通項目
1.開催形式：オンライン開催/ＺＯＯＭウェビナー
2.対象者 ：静岡市または近隣市町に拠点のある事業所の管理職の方
3.参加回 ：各回のご参加でも、2 回ともご参加でも可
4.定員
：各回 20 名（定員になり次第、締め切ります）
5.参加費 ：無料
6.申込締切：各開催日の前日 17：00 必着
【問合せ先】静岡市 働き方・ダイバーシティ事務局（株式会社るるキャリア
内）
TEL：054-252-8820 FAX：054-270-6520
E-mail：info@uruoiplus.jp

働く女性向け「自分の強みを活かすキャリアデザ
インセミナー」のご案内
静岡市では、働く女性向けに、自分の強みを活かすキャリアデザインセミナーを開催
します。
詳しくはこちら：https://www.uruoiplus.jp/gyousei_seminar.html#hatarakikata05
1.開催日 ：令和 2 年 12 月 18 日(金) 13：30～16：30
2.開催形式：オンライン開催/ＺＯＯＭウェビナー
3.内容
：演題：自分の強みを活かすキャリアデザイン
講師：株式会社るるキャリア 代表取締役 内田 美紀子 氏
4.参加費 ：無料
5.対象者 ：静岡市または近隣市町に拠点のある事業所にお勤めの女性の方
6.定員
：20 名（定員になり次第、締め切ります）
7.申込締切：令和 2 年 12 月 15 日(月)17：00 必着
【問合せ先】静岡市 働き方・ダイバーシティ事務局（株式会社るるキャリア内）
TEL：054-252-8820 FAX：054-270-6520
E-mail：info@uruoiplus.jp

「有接点シーケンス制御の実践技術セミナー」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、「有
接点シーケンス制御の実践技術」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/A401-A22-A-3D027.html
1.コース名
2.開 催 日
3.定
員
4.受 講 料
5.内
容

：有接点シーケンス制御の実践技術
：令和 2 年 12 月 8 日(火)、9 日(水)
：10 名
：10,000 円
：有接点シーケンス（リレーシーケンス）に必要な各機器
（スイッチ、表示ランプ、リレー、タイマ等）の配線方法及び
動作を実習を通して習得します。
◆各種制御機器の種類と選定方法
◆制御回路
◆有接点シーケンス回路製作実習 等
6.会
場 ：ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区登呂 3-1-35）
7.申込方法 ：受講申込書を FAX で送付
8.
受
講
申
込
書
：
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（静岡市駿河区登呂 3-1-35）
TEL：054-285-7184
FAX：054-285-5192

「第 8 回しずぎん起業家大賞」のご案内
静岡銀行では、地方創生の観点から、独創性や実現性が高く、地域経済の活性化や雇
用拡大につながる「新規創業者」「革新的な事業に取り組む事業者」への支援策とし
て第８回「しずぎん起業家大賞」を開催します。本賞は、革新的・独創的な事業に果
敢に取り組んでいる起業家を表彰し、ソフト・ハード両面から、静岡銀行グループを
挙げて支援する
ことにより、成長を促進し、静岡県を中心とした地域経済の発展に資することを目的
とします。
詳しくはこちら：
https://www.shizuokabank.co.jp/corporation/entrepreneur-gp/gp6.html
1.応募資格

：原則として静岡銀行営業エリア内（東京・神奈川・静岡・愛知・大
阪）に在住する個人、または同エリア内に本店・拠点を置く企業等。
2.応募部門 ：(1)創業部門
… 創業準備段階または創業 5 年までの部門
(2)新規事業部門 … 創業 5 年超で自社事業の革新や新分野への事業
開拓を図る部門
3.募集テーマ：コロナに打ち勝つ！ ～新常態（ニューノーマル）時代の事業創出～
4.募集締切 ：令和 2 年 11 月 20 日(金)
【問合せ先】株式会社 静岡銀行 地方創生部「しずぎん起業家大賞」事務局
TEL：054-345-9170

「静岡県 MaaS 社会実装 Web セミナー」のご案内
（再掲）
静岡県では、静岡県 MaaS 社会実装 Web セミナーを開催します。
MaaS とは Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス）の略称で、
ICT(情報通信技術)を活用して交通をクラウド化し、公共交通か否か、またその運営主
体にかかわらず、自家用車以外の全ての交通手段による移動を 1 つのサービスとして捉
え、シームレスにつなぐ新たな『移動』の概念です。
詳しくはこちら：https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-580/maas2020.html
1.日 時
2.方 法
3.内 容

：令和 2 年 11 月 17 日(火) 13:30～16:10
：Web 開催
：東京大学 須田教授による基調講演のほか国内の先進取組事例などを
紹介します。
4.対 象 ：MaaS に関連する企業や自治体関係者等
5.参加費 ：無料
6.申込締切：令和 2 年 11 月 11 日(水)
【問合せ先】静岡県経済産業部 新産業集積課

TEL:054-221-3021

「工業用水を利用しませんか！ 静岡県企業
局」（再掲）
工業用水は、高度経済成長期に、地下水の過剰利用に伴う地盤沈下が起こり、工業の健
全な発達と地盤沈下の防止を目的に「工業用水法」が公布施行されたことが発祥です。
静岡県企業局では、川から取水した工業用水を県下７地域に供給しています。
現在、６つの工業用水について、新規利用される皆さまに営業活動をしています。
詳しくはこちら：https://www.pref.shizuoka.jp/kigyou/keieikanri/annai.html）
1.供給地域と供給方法：富 士 川（富士市）：芝川表流水（原水）
東駿河湾（富士市、静岡市静清庵地区）：富士川表流水（浄
水）
静
清（静岡市）：安倍川伏流水（原水）
中
遠（袋井市、磐田市）：天竜川表流水（浄水）
西
遠（浜松市）：天竜川表流水（浄水）
湖
西（湖西市）：豊川及び天竜川表流水（浄水）
2.利用用途 ：・製造業、電気ガス熱供給業での、ボイラー水、機械設備冷却水など
・学校、ビル、ホテル、公園、建設現場などでの空調冷却水、トイレ用
水、散水など
3.３つの特長：・良質な水・・・定められた水質標準値に適合しています！
・安価な水・・・殺菌処理工程が少なく、水道水に比べて低廉な料金で
す！
・エコな水・・・公共財である地下水を涵養します！
各地域に進出をお考えの皆さま、既に上水や地下水を利用しているが見直したい皆さ
ま、
工業用水は使えないものと思い込んでいた皆さま、是非一度お気軽にお問合せくださ
い。
【問合せ先】静岡県企業局

経営課

経営管理班

TEL：054-221-2329 E-mail：kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp

