
 
 

  

ニュースレター 

令和 2 年 12 月号 
ＳＮＢＣ ＮＥＷＳ 
 

 

 

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 
 

当協議会 Web サイト 

URL 

http://www.snbc.or.jp 

 

事務局だより                             

SNBC NEWS 12 月 

新型コロナウイルスが猛威を振るい国内では第三波に襲われ、県内においても連日多

くの新規感染者が出ており、まだまだ感染予防には気を抜けない状況が続いておりま

す。 

このような中ではありますが、当協議会では県内のニュービジネスがますます発展する

よう活動して参ります。それでは 11 月の事務局の動きについて報告します。 

 

□ 6日（金）地域振興事業（猪之頭地区）視察  

富士山、毛無山山系の湧水の恵みにより、農産物や林産によって発展してきた猪之頭

地区であるが、少子高齢化のなかにあり、将来的に地域の存続を危惧した地域住民が

主体となり NPO 法人を設立し地域振興を図っている。 

地域特有の農産物を使い 6 次産業化や首都圏人気レストランとのコラボのほか、豊か

な自然環境を活かしたインバウンド客の誘致を行っているため、その取組みを視察し

た。 

当日は協議会員 11 名が参加し、猪之頭振興協議会植松事務局長との意見交換会で

は、参加者より地域振興策への新たな考えや意見が挙るなど、大変有意義な視察とな

った。 

                                 
【杵柄ワサビ園】中央に山葵のオブジェ    【豊富な湧水】野菜を冷やすなど現在                            

活用している農村風景 

                      
   【意見交換会】会員から新たな提案がされるなど、活発な意見交換があった。 

mailto:office-nb@snbc.or.jp


                                   

26 日（木）2020静岡県ニュービジネスフォーラム in 東部の開催 

 会場：三嶋大社・みしまプラザホテル 

 

・当日は延べ約 110名が参加したほか、今回は Zoomによるライブ配信を行い 16名が視

聴した。 

 
 

9：00～11：40 第２９回静岡県ニュービジネス大賞 第二次審査 

最初に事務局からプレゼンテーションの進め方について、プレゼン持ち時間や、最

終審議、決定、表彰までの流れを説明した。 

次に、中山東部部会員の司会進行により第二次審査が始まった。はじめに奥村

昭博審査委員長他 5人の審査委員が紹介され、アーモンド(株)、(株)キコーコーポレ

ーション、コスミックトレーディング(株)及び(株)深澤自動車修理工場の順番で、この

４社によるプレゼンテーションが始まった。引き続き、審査委員からの質疑が行われ

た。第二次審査のプレゼンテーションが終了後、別室にて審査が行われ、第 29 岡

県ニュービジネス大賞にはアーモンド(株)が特別賞にはコスミックトレーディング

(株)が選考されました。 

「同ビジネス大賞」の発表・表彰は、当日 13 時 15 分から会場にて行われ、「フォ

ーラム in 東部」の第 1 部 開会式典後の表彰式において表彰された。 

表彰式での審査講評では、奥村昭博審査委員長は、「今回の 4 の応募については

いずれも優秀で選考に苦労した。すべてに賞を与えたかったが、トロフィーにも数が

あり、選考を余儀なくされた。あえてウィズコロナ時代に適応する事業でもある、アー

モンド（株）、コスミックトレーディング（株）の 2 社を選考した。6 人の審査委員が新規

性、収益性、市場性、社会性、起業家精神の 5 評価点から採点し、さらに新事業の

創出につながるか、世界で評価されるかの視点で判断した。いずれも僅少差の結果

である。非常に高度で充実している内容であった。」と述べた。 

 

 

 
    【審査の様子】審査員の皆様 

 

 

 

 
 



                                   

 
13：00～13：40 大会式典・ニュービジネス大賞表彰式 

開会宣言 菊池東部部会長 

会長挨拶 鴇田会長 

来賓祝辞 静岡県商工業局長  杉山俊博氏 

         三島市長      豊岡武士氏 

         三島商工会議所会頭 石渡浩二氏 

第 29 回 静岡県ニュービジネス大賞 

講評   奥村審査委員長 （静岡県立大学副学長） 

表彰   鴇田会長 

 
                                  

     
【会長挨拶】                

 

               
 

         【受賞者の方々】 



                                   

 
 14：00～15：00 第二部 基調講演「ウイズコロナ時代のニュービジネス」 

〇(一財)マリンオープンイノベーション機構研究所長五條堀孝氏の遺伝子等に関

連する様々な研究から、これからのニュービジネスに繋がるヒントなどについてご

講演いただいた。 

 なお、五條堀氏はコロナ禍により研究の拠点でもあるサウジアラビアから帰国す

ることが出来ず、リモートでの出演となった。 

 

15：10～17：00 第三部 パネルディスカッション「ウイズコロナ時代の地方創生」 

 ○パネリストに 

  ・（独行)中小企業基盤整備機構 シニア・リサーチャー 岸本吉生氏 

・Doreming ホールディングス ＣＥＯ 高崎義一氏 

・（株）スノーピーク地方創生コンサルティング 代表取締役会長 後藤健

市氏 

をお迎えし、デジタルメディア研究所 代表の 橘川幸夫氏のコーディネートで、それぞ

れの立場から、ニュービジネスによる地域の活性化等について討論していただいた。ま

た、最後に難波副知事より総括コメントをいただいた。 

 

       
 

【会場の様子】熱心に聞く参加者の皆様 

 

       
 

【副知事総括コメント】 



                                   

 
17：30～19：00 第三部 交流会  

会場を三嶋大社からみしまプラザホテルに移し当協議会室伏副会長の開会挨拶に

始まり、曽根副会長による乾杯発声で交流会が始められた。その後、今年度当協

議会の新会員となった方々がステージ上で紹介された他、アトラクションして長岡

芸者衆の踊りの披露や函南町観光大使のミネハハの歌謡ショーが行われた。 

最後に次回開催幹事の平井副会長から閉会の挨拶として今回フォーラム参加者へ

のお礼とともに来年度は西部地区が幹事であり、盛会となるようフォーラムを開催

する旨、力強い言葉があった。   来年度もよろしくお願いします。 

        
        

       【交流会】室伏副会長の挨拶 

 

※ 12月 20日静岡新聞朝刊に当該フォーラムの模様を広告として掲載予定で

すのでご覧下さい。 
 



                                   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

静岡県内企業の技術情報 Web サイト「テクノ

ロジー静岡」の公開について  
   

産業振興財団 

からのお知らせ 

お知らせ                            

静岡県では、技術力の高い静岡県内中小企業と新たな開発に取り組む企業・サプライ 

チェーンの多元化を検討している企業などをマッチングさせる Web サイトを公開しまし

た。 

 

詳しくはこちら：https://technology-shizuoka.jp 

 

○Point１ 先端産業プロジェクトと連携 

 ・先端ものづくり、医療健康、スマート農業など県の先端産業創出プロジェクト 

  関連企業を中心に多数掲載。 

 ・県内企業 100社、600件の固有技術を掲載。（2020 年 10月 14日現在 随時追加） 

 ・各プロジェクトのコーディネーターが問合せに対応し、マッチングを支援。 

○Point2  技術による検索が可能 

 ・探したい機能（成形・切る・削る等）による検索が可能。 

 ・各企業が得意とする技術を画像付きで紹介。 

 ・県先端産業創出プロジェクト相互の連携により、複数分野にまたがるマッチング 

  支援も可能。 

○Point3 絞り込み検索が充実 

 ・取扱可能な素材や取引先業界、国際規格等の認証規格等での絞込み検索が可能。 

 ・試作品開発や量産対応の可否等、企業の受注スタンスも記載。 

 ・技術項目と掛け合わせて検索することで、 

  サイト利用者のニーズに合う企業を探せる。 

 

【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（静岡県から委託） 

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

 

「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(再掲) 
 

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 

 

https://technology-shizuoka.jp/
mailto:joho@ric-shizuoka.or.jp
http://www.ric-shizuoka.or.jp/shizuoka-chizai/osakagas_chizai_matching.html


                                   

 
    

 

「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) 

1.実施期間 ：令和 2 年 10 月～令和 2年 12月 25日(金) 

2.実施方法 ：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 

 

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 

mailto:chizai@ric-shizuoka.or.jp
http://shizuoka-shinseicho.jp/topics/view/289
mailto:sangyou@ric-shizuoka.or.jp


                                   

  

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 

 

「地域経済牽引事業計画」作成のご案内(再掲)  

「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 

 

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
http://www.ric-shizuoka.or.jp/push-shoukei/
mailto:yamazaki@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 

  

浜松市では「浜松市内の１次産業者（農林漁業）」と「２次産業者（製造業等）また

は３次産業者（商業・観光業等）」が連携して取り組む、新商品・新サービスの開発

を支援しています（補助金の交付、専門のコンサルタントによる支援）。この度、令

和３年度の事業提案の募集を開始いたします。６次産業化・農商工連携に興味のある

方は是非、本制度の活用をご検討ください。 

 

詳しくはこちら： 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nousei/portal/31miraihojo.html 

 

1.受付期間：令和 2年 11月 19 日(木)から 12月 18日(金) 17:00 まで 

2.提 出 先：浜松市役所 本館 6階 農業水産課（浜松市中区元城町 103-2） 

 

【問合せ先】浜松市産業部農業水産課 次世代農業推進グループ 松尾 

      TEL：053-457-2328 E-mail：nousui@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 

「令和２年度海外事業展開講座」参加者募集のご

案内  

ＳＩＢＡ(静岡県国際経済振興会)では、県内企業の海外赴任予定者や海外部門担当者

等を対象に、タイ・ベトナム・中国・インドネシアのビジネス事情などを学ぶための

講座を開催します。今年度は会場開催と同時に、全ての日程・会場でライブ配信も行

います。 

 

詳しくはこちら：http://www.siba.or.jp/course/ 

 

1.日 程：日程と会場の詳細はホームページをご覧ください 

2.対象国：タイ、ベトナム、中国、インドネシア 

3.対象者：海外赴任予定者、本社サポート部門、対象国へのビジネス展開を検討され

ている方、その他、対象国へ興味がある方など 

4.内 容：(1)現地事情、(2)会計・税務、(3)人事・労務管理、(4)危機管理 

5.講 師：国際協働研究機構 国際アドバイザー、海外危機管理コンサルタント等 

6.受講料：1 ヵ国（全 4回）対面式、ライブ配信ともに 5,000 円 

7.定 員：各コース 20人程度（ライブ配信の参加者を含む） 

 

【問合せ先】公益社団法人静岡県国際経済振興会 担当：上原 

      TEL：054-254-5161  FAX：054-251-1918  E-mail：uehara@siba.or.jp 

 

「令和 3 年度 浜松市未来を拓く農林漁業育成

事業費補助金（食と農林漁業の新たな事業創

出・育成の助成）」の募集のご案内 

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/nousei/portal/31miraihojo.html
mailto:nousui@city.hamamatsu.shizuoka.jp
http://www.siba.or.jp/course/
mailto:uehara@siba.or.jp


                                   

「生産性改善」及び「建築ＣＡＤ」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。 

 

【追加開催コース】 

(1) 実践 生産性改善 

  <普段気づかなかった問題に気づき、現場力の強化・収益力向上に！> 

 

 詳しくはこちら： 

 https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/hl52qs00000284gj-

att/hl52qs00000cl173.pdf 

  1.日  時：令和 3年 2 月 1 日(月)、2月 2日(火) 9:30～16:30 

  2.定  員：16名(先着順) 

  3.受 講 料：8,000 円(税込) 

  4.会  場：ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区登呂 3-1-35） 

  5.申込締切：令和 3年 1 月 12日(火) 

       

(2) 実践建築設計 3次元 CAD 技術 

   <3DマイホームデザイナーPRO9 を使用し、間取り作成からパースの作成・ 

   プレゼンテーションについて、一連の技術を習得します！> 

 

 詳しくはこちら： 

 https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/hl52qs00000284gj-

att/hl52qs00000cl16s.pdf 

  1.日  時：令和 3年 1 月 21日(木)、1月 28日(木) 9:30～16:30 

  2.定  員：10名(先着順) 

  3.受 講 料：8,000円(税込) 

  4.会  場：ポリテクセンター静岡（静岡市駿河区登呂 3-1-35） 

  5.申込締切：令和 3年 1 月 8 日(金) 

 

【問合せ先】ポリテクセンター静岡 訓練課 

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

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

 

★人材開発支援助成金が活用できます★ 

ポリテクセンター静岡が実施する能力開発セミナーは、人材開発支援助成金の対象コ

ースに指定されています。人材育成を計画される際には、助成金の活用と併せて是

非、当センターの能力開発セミナーをご活用ください。 

※人材開発支援助成金に係るご相談は、以下へお願いいたします。 

 静岡労働局職業安定部職業対策課(TEL：054-271-9970) 

 

https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/hl52qs00000284gj-att/hl52qs00000cl173.pdf
https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/hl52qs00000284gj-att/hl52qs00000cl173.pdf
https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/hl52qs00000284gj-att/hl52qs00000cl16s.pdf
https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/hl52qs00000284gj-att/hl52qs00000cl16s.pdf
https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/index.html


                                   

 
 
 
 

「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 

 

「中部電力原子力に係る公募研究(2021 年度研

究開始分)」募集開始のご案内  

中部電力では、原子力安全技術研究所において公募研究（2021 年度研究開始分）の募

集を開始いたします。 

  

詳しくはこちら： 

https://www.chuden.co.jp/seicho_kaihatsu/kaihatsu/nuc_kenkyujo/koubo/ippan/ 

 

1.応募資格 ：ア．全国の大学、公的研究機関で科学技術研究に従事している研究者

で、(2)の研究領域に関する研究が遂行可能な研究者または研究グ

ループのリーダー 

       イ．静岡県内に本社または支社（事業所）があり、(2)の研究領域に 

         基づいた研究が遂行可能な企業 

          ※なお、これまでの当研究所の公募研究において採択された研究

者の方が再度応募することも可能です。 

2.研究領域 ：ア．原子力の将来技術に資する基礎基盤的研究 

       イ．原子力発電所の安全性向上に資する研究 

       ウ．浜岡原子力発電所 1,2 号機の廃止措置の改善に資する研究 

       エ．浜岡原子力発電所 3,4,5 号機の保守性・作業性の向上に資する 

研究 

3.募集期間 ：令和 2 年 12 月 1 日(火)～令和 3年 1月 18 日(月) 

4.研究期間 ：令和 3 年度開始とし、期間は 2年以内 

5.研究費  ：1件あたり 500万円／年を限度とする 

6.採択件数 ：合計 10件程度を採択予定 

7.研究の形態：共同研究または委託研究 

 

【問合せ先】中部電力株式会社 技術開発本部 原子力安全技術研究所 公募研究事務局 

      〒437-1695 静岡県御前崎市佐倉 5561 

      E-mail：Chuden.Kenkyukoubo@chuden.co.jp 
 

 

「 

 

 

 

 

 

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510e/h17-2bosyuu.html
mailto:ssr@pref.shizuoka.lg.jp
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mailto:Chuden.Kenkyukoubo@chuden.co.jp

