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事務局だより
6 月 19 日に、全国的に県境をまたぐ移動制限が解除されましたが、未だ首都圏ではコロナウ
イルスへの感染者が多発しており、まだまだ油断が出来ない状況が続いております。
会員の皆様におかれましても、政府が提唱する「新しい生活様式」を実践し感染予防に心がけ
るようお願いいたします。
さて、6 月の行事報告です。
□ 29 日(木)15:00～17:00 グランディエールブケトーカイ 定時総会
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【総会の様子：机は全て 1 人掛けでソーシャルディスタンスを保ち開催しました。】
令和 2 年度定時総会には、多数の方々の御協力・御出席を頂き、誠に有難うございました。皆
様のご協力により、提案された議事についても承認され、恙無く進行することが出来ました。改め
て御礼申し上げます。
今年の総会で、理事の任期が終了するにため、次の２年間の理事を選任しました。また監事は
昨年の総会で選任したので任期は１年残っておりますが、理事と任期を合わせるため、一旦辞
任手続きをとり、選任手続きをとりました。
なお、役員の選任を総会修了後後に臨時理事会を開催し、下表のとおり選任されました。
この体制で業務を進めて参りますので､どうぞ皆様宜しくお願いいたします。

一般社団法人静岡県ニュービジネス協議会役員
（任期：令和 2 年 6 月 29 日～令和 4 年定時総会終結の日）
（任期：令和 2 年 6 月 29 日～令和 4 年定時総会終結の日）
役員区分

氏名

職

名

備考

会長

鴇田勝彦

㈱ＴＯＫＡＩホールディングス 代表取締役社長

副会長

曽根正弘

（一社）アジアパシフィック協会 理事長

総括副会長

副会長

古谷博義

㈱ウェルビーフードシステム 代表取締役社長

副会長

副会長

平井正大

浜松いわた信用金庫 専務理事

副会長

副会長

室伏 強

㈱三嶋観光バス代表取締役

副会長

理事

菊地勝男

㈱ファイナンシャルネット 代表取締役社長

理事

堀江章理

㈲駿豆サービス 代表取締役

理事

山内倭子

㈱東興 代表取締役社長

理事

小野大和

小野建設㈱ 専務取締役

理事

山田潤

理事

松浦令一

㈱ハル・インダストリ 代表取締役

理事

中澤直樹

静鉄観光サービス㈱ 代表取締役社長

理事

鈴木一寿

鈴与㈱ 取締役

理事

小泉孝之

小泉孝之社会保険労務士事務所 所長

理事

西野佳和

アサヒビール株式会社 静岡支社長

理事

野々山 茂

理事

原田道子

㈱総合ビジネスブレイン・道 代表取締役社長

理事

神谷竹彦

㈱サカエ 代表取締役会長

理事

堀部莞爾

ニッコウプロセス㈱ 代表取締役

理事

原 三治

中村建設㈱ 取締役執行役員

理事

矢板橋一志

焼津水産化学工業 代表取締役社長

清水総合コンピュータサービス㈱
代表取締役社長

㈱ミダック 相談役

（新任）

(一社)静岡県ニュービジネス協議会 専務理事兼事務

専務理事

太田智之

監事

櫻井敏雄

㈱三晃社 顧問

監事

鈴木高師

（株）富士通マーケティング 静岡支社長

局長

この他、令和元年度事業報告、令和 2 年度各委員会の主要事業計画、第 29 回静岡県ニ
ュービジネス大賞募集、2020 静岡県ニュービジネスフォーラム in 東部について概要を報告し
ました。
今年度の事業については、今月発行の機関紙や総会資料にも詳しく紹介されていますので
引続き御協力の程よろしくお願い申し上げます。
今年度の特別講演は、静岡県経済産業部部長代理の三須敏郎氏をお招きし、「静岡県の産
業生長戦略」をテーマにご講演をしていただきました。
本県の持続的な発展に向け、5 つの戦略の様々な取組みをご説明いただきました。また、新
型コロナウイルス感染症に係る県の最新の経済支援事業についてご説明いただきました。
（当日の講演資料の残部が若干ございますので、御希望の方は事務局までお問い合わせくだ
さい。）

【三須敏郎氏の特別講演】
なお、来賓として、静岡県からは杉山俊博商工業局長が臨席され祝辞を述べていただきまし
た。

産業振興財団
からのお知らせ

お知らせ

「令和 2 年度 医療機器産業基盤強化推進
事業助成金」募集開始について
静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、新型コロナウイルス感染症によ
り顕在化した課題に対応するため、医薬品・医療機器産業の国内産業化の推進
や、アフターコロナを見据えたデジタル化、遠隔・非接触への対応など、「命を
守る産業」である医療機器産業の基盤強化の取組に対して助成します。
詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_642.html
1.募集期限 ：令和 2 年 7 月 10 日(金)17：00＜必着＞
2.事前相談 ：令和 2 年 7 月 9 日(木)まで
3.対象事業 ：医療現場において、新型コロナウイルス感染症により顕在化した
課題に対応し、「命を守る産業」の基盤強化に必要な資材、機
器、システムなどの製品開発、生産等に係る経費を助成
＜想定取組例＞
・検査キットの製造に必要な研究資材や装置部品の開発
・人工呼吸器等、輸入比率の高い医療機器の開発
・健康状態を簡便に計測するチェックマーカーの開発
・遠隔・非接触診療等を実現するロボットの開発
・健康状態を遠隔把握するウェアラブル端末の開発
4.助成対象者：(1) 静岡県内に拠点を置く中小企業者
(2) 上記(1)の中小企業者を代表とした民間事業者、大学及び研
究機関等２者以上により構成されるコンソーシアム
5.助成率
：2/3 以内
6.助成限度額：2,000 万円
7.対象期間 ：交付決定日～令和 3 年 1 月 20 日
8.対象経費 ：原材料費、機械装置購入等経費、産業財産権関連費、構築物購入
等経費、技術コンサルタント料、外注・委託費、その他直接経
費（消耗品費、図書費等助成事業遂行に必要な経費）
【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

「第 25 回機械要素技術展 静岡県ブース
共同出展」出展者募集について
静岡県産業振興財団では、新たな販路開拓を積極的に行う中小企業を支援する
ため、大規模な集客が見込まれる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。
詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_645.html

1.会期・会場：令和 3 年 2 月 3 日(水)～5 日(金)
幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬 2-1）
2.募集企業数：16 社（応募多数の場合は選考にて決定）
3.対象企業 ：静岡県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業で、独自
性・新規性・特殊性に富んだ機械要素・加工技術等を出展でき
る企業
4.出展料
：200,000 円／1 スペース(税込み) ※1 社 1 スペースのみ
【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
FAX：054-251-3024
E-mail：torihiki@ric-shizuoka.or.jp

【締切間近】
「第１０回通販食品展示商談会」
出展者募集について(再掲)
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、フ
ード・ヘルスケアオープンイノベーションプロジェクト成果品や関連企業の商品・素
材を中食・外食産業や小売産業に PR し、新商品や新メニューの開発・販売を促進
し、本県、食品産業の更なる発展をめざすため、全国各地の商品の販路開拓・拡大を
目的とした通販・宅配市場の提案を行う「第 10 回通販食品展示商談会」に県ブース
として共同出展します。
この展示会に共同出展を希望される出展者を募集します。
詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/20200608foodhealth/
1.展示会期 ：令和 2 年 12 月 1 日(火)～12 月 2 日(水)の 2 日間
2.会場
：東京交通会館（東京都千代田区有明町二丁目 10 番 1 号）
3.募集締切日：令和 2 年 7 月 3 日(金)必着
【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

「技術提案型展示商談会 in オティックス」出
展社募集について(再掲)
静岡県産業振興財団では、エンジン部品を中心にさまざまな自動車部品を開発、生
産を続けている株式会社オティックス及びそのグループ各社との新規取引や協力関
係の構築を目的に、静岡県内中小企業が保有する優れた技術を提案する展示商談会
を開催します。
詳しくはこちら
：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_633.html
(株)オティックス HP はこちら：https://www.otics.co.jp/about/profile/

1.日時
2.会場

：令和 2 年 11 月 13 日(金)10：00～16：00
：株式会社オティックスの技術本館 1 階 大会議室
(愛知県西尾市中畑町二割 19-2)
3.来場者 ：株式会社オティックスをはじめとするグループ会社 150 名程度
4.出展対象：以下技術のいずれかを提案できる静岡県内中小企業
(1)素形材（鍛造、鋳造、ダイカスト）製造技術
(2)プレス金型(売型)製造技術・・・耐久性向上、寿命向上、コスト低
減など
(3)その他、オティックス社が生産する自動車部品に関連する優れた技
術・・・精密切削、プレス、量産専用設備など
5.出展料金：小間料 15,000 円
6.提案料 ：１提案あたり 5,000 円(最大 2 提案)
7.申込締切：令和 2 年 7 月 31 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 FAX：054-251-3024
E-mail：torihiki@ric-shizuoka.or.jp

佐藤・長谷川

「下請取引適正化推進講習会」の開催につい
て(再掲)
静岡県産業振興財団では、親事業者と下請事業者との取引の適正化を一層推進する
ため、下請代金支払遅延等防止法をはじめとする関係法令についての認識を深めて
いただくことを目的として、標記講習会を開催します。親事業者の資材・購買等の
業務担当の皆様、また、下請事業者の皆様にも下請取引トラブル防止の為、受講を
おすすめします。
詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_634.html
1.日時・会場：(1)静岡会場 令和 2 年 9 月 28 日(月) 13:30～16:00
静岡県産業経済会館（静岡市葵区追手町 44-1）3 階
「大会議室」
(2)富士会場 令和 2 年 10 月 6 日(火) 13:30～16:00
富士商工会議所（富士市瓜島町 82）4 階「大会議室」
※浜松会場は定員に達したため受付を終了いたしました。
2.内容
：〇下請代金支払遅延等防止法のポイント
〇個別相談
3.募集人数 ：各会場ともに 40 名(事前に受講申込みをされた方のみ)
【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
FAX：054-251-3024
E-mail：torihiki@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
TEL：054-273-4434
E-mail：joho@ric-shizuoka.or.jp

革新企業支援チーム

「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
TEL：054-254-4511

E-mail：yamazaki@ric-shizuoka.or.jp

企画・創業支援チーム

「リーダーシップ力・５Ｓ実践力 強化セミナー
開催日程」の追加について(再掲)
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、「リーダーシップ
力」及び「５Ｓ実践力」強化セミナーを追加開催することといたしました。
詳しくはこちら
：https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/moushikomisyo.html
1.コース名：(1)仕事と人を動かす現場監督者の育成
https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/Z101-002-A-3M8710.html
(2)現場の安全確保（５Ｓ）と生産性向上
https://www3.jeed.or.jp/shizuoka/poly/zaishoku/Z199-001-A3M892.html
2.開 催 日：(1)令和 2 年 7 月 28 日(火)、29 日(水)
(2)令和 2 年 8 月 3 日(月)、4 日(火)
3.定
員：各コース 16 名
4.受 講 料：各コース 14,000 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）
【問合わせ先】静岡職業能力開発促進センター（ポリテクセンター静岡）訓練課

TEL：054-285-7184 FAX：054-285-5192

「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/h172bosyuu.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

