
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

□ 28 日(月)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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事務局だより                             

SNBC NEWS 7 月 

 
コロナ禍は収束する目処は立たず、首都圏などでは感染者が高止まりしている

状況ですが、県内においては、新規感染者数や病床使用率が下がったとして、6 月

25 日に県独自の警戒レベルが 5 からレベル 4 に引き下げられました。 

しかしながら、感染率の高い変異株が県内においても検出されており、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、政府や県が提唱する感染予防対策を実践し感染

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。 

 

 

令和 3 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。 

 今年の総会では理事の辞任にともない、後任の理事を選任し、アサヒビール(株)静岡

支社長の相樂英希様が選任されました。任期は他の理事・監事同様令和 4 年定時総

会終結の日までとなります。 
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この他、令和 2 年度事業報告、令和 3 年度各委員会の主要事業計画、第 30

回静岡県ニュービジネス大賞募集、2021 静岡県ニュービジネスフォーラム in

浜松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。 

また、今年度の特別講演は、静岡県経済産業部農業局参事の津久井剛氏を

お招きし、「アグリ・オープンイノベーション（AOI）プロジェクトについて～静岡県

が取組むスマート農業～」をテーマにご講演をしていただきました。 

AOI-PARC が中心となり進める先端農業プロジェクトについて、実績等を含

め具体的にご説明いただきました。 

 

 

【津久井剛氏の特別講演】 

 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 

 

◆令和 3年度地域創生起業支援金二次募集開始  

 
 (公財)静岡県産業振興財団では、静岡県と連携して、地域課題の解決を目的として 

新たに社会的事業を静岡県内で起業する方等に対して、起業に必要な経費の一部を補助し 

ます。 

 

Ⅰ 支給金額  ：上限額 200 万円 補助率 1/2以内  

Ⅱ 募集期間  ：令和 3年 7月 7 日(水)～令和 3年 8 月 5 日(木)（17:00 必着） 

Ⅲ 補助対象者 ：補助対象者は、次に掲げる全ての事項に該当する者とする。 

         (1)以下のいずれかに該当する者 

          ア 本事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに起業に 

            より個人事業又は法人の代表者となる者 

            (以下、「新たに起業する者」という) 

            ただし、公募開始日より前に既に起業し個人事業又は法人の 

            代表者となる者は対象外となるが、既存事業とは異なる 

            事業を新たに起業し、個人事業又は法人の代表者となる者は 

            対象となる。  

          イ 本事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに 

            事業承継により、個人事業又は法人の代表者となる者、 

            若しくは事業承継により事業を引き継ぐ予定の個人事業又は 

            法人の代表者 

          ウ 第二創業をする個人事業又は法人の代表者 

            (以下、イ・ウを併せ「事業承継又は第二創業をする者」 

            という)。 

         (2)静岡県内に居住している者、又は、本事業の補助事業期間完了日 

          までに静岡県内に居住することを予定している者であること。 

         (3)静岡県内で起業、事業承継又は第二創業を行う者であること。 

         (4)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。 

         (5)申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力 

          又は反社会的勢力との関係を有する者でないこと。 

         (6)対象事業を実施する者が、会社法(平成 17年法律第 86号) 

          第 2条第 1項第 1号に規定する会社の場合は、次の項目に該当しな 

          いこと。 

          ア 中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)第 2 条に規定する 

            「中小企業者」以外の企業(以下、「大企業」という。) 

          イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の 2 分の 1 以上を同一の 

            大企業が所有している中小企業者 

          ウ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の 3 分の 2 以上を複数の 

            大企業が所有している中小企業者 

          エ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の 

            2 分の 1以上を占めている中小企業者 

Ⅳ 補助対象事業：補助対象事業は、次に掲げる全ての事項に該当する事業とする。 

         (1)新たに起業する者にあっては、地域課題の解決を目的とした 

          社会的事業であること。 

          事業承継又は第二創業をする者にあっては、地域課題の解決を 

          目的とした社会的事業であり Society5.0(AI や IoT 等の未来技術を 

          活用した新たな社会システムづくり)に関連する事業であること。 

         (2)静岡県内で実施する事業であること。 

         (3)新たに起業する者にあっては、本事業の公募開始日以降、補助事業 

          期間完了日までに新たに起業する事業であること。 

          事業承継又は第二創業をする者にあっては、本事業の公募開始日 

          以降、補助事業期間完了日までに事業承継又は第二創業により実施 

          する事業であること。 

         (4)公序良俗に反する事業でないこと。 

         (5)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される 

          事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 

          (昭和 23 年法律第 121 号)第 2条において規定する風俗営業等)で 

          ないこと。 



                                   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ 申請対象者：以下の(1)から(5)の要件をすべて満たす者。 

        (1)本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までに人 

         事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、 

         企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行い、その代表者と 

         なる者。 

        (2)静岡県内に居住、又は、本事業の補助事業期間完了日までに静岡県内 

         に居住する者。 

        (3)法人の登記又は個人事業の開業届出を静岡県内で行う者。 

        (4)法令順守上の問題を抱えていない者であること。 

        (5)申請を行う者又は設立される法人の役員等が暴力団等の反社会的勢力 

         又は反社会的勢力との関係を有していない者であること。 

Ⅳ 対象要件 ：(1)地域課題の解決に資する社会的事業であり、新たに起業する事業で 

         あること。 

         なお、本事業における地域の課題とは、地域において、 

         (1)保健・医療・福祉の増進、(2)子育て支援、(3)防災・減災対策、 

         (4)まちづくり・地域活性化に該当する課題とし、社会的事業とは、 

           次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。 

           (1)我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性) 

           (2)提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な 

            事業の継続が可能であること(事業性) 

           (3)地域課題に対し、該当地域における課題解決に資するサービス 

            の提供が十分でないこと(必要性) 

           (4)市町、商工会議所、商工会、金融機関等、地域の機関・団体等 

            と連携して実施することが見込まれる事業であること 

            (地域連携) 

           (5)地域外からの所得移転効果、地域での雇用創出効果等、 

            地域経済への波及効果が見込まれる事業であること(波及効果) 

        (2)静岡県内で実施する事業であること。 

        (3)起業支援金の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに新たに起業 

         する事業であること。 

        (4)許認可が必要な事業については、令和 4年 2月 15日(火)までに許認を 

         受けたことを示す書類を提出できること。 

        (5)公序良俗に反する事業でないこと。 

         公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業 

         (風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律 

         (昭和 23 年法律第 121号)第 2 条において規定する風俗営業等) 

         でないこと。 

        (6)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業 

         (風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律 

         (昭和 23 年法律第 121号)第 2 条において規定する風俗営業等) 

         でないこと。 

Ⅴ 対象経費 ：直接人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、 

        知的財産権等関連経費、委託費、謝金、旅費、外注費、 

        マーケティング調査費、広報費 

 

【お問合せ・申請先】公益財団法人静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム 

          （静岡市葵区追手町 44－1 静岡県産業経済会館 4階） 

          TEL：054-254-4511 FAX：054-251-3024 

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

 

          ※支援金の詳細、申請書類等のダウンロードは以下の 

           ホームページからお願いします。 

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

 
 

( 
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◆「技術提案型展示商談会 in オティックス」 出展社募集 
 

 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。 

 

(株)オティックスの企業ホームページはコチラ 

https://www.otics.co.jp/ 

 

【開催概要】日 時 ：令和 3年 11月 26 日(金)10:00～16:00 

      会 場 ：(株)オティックス 技術本館 1 階 大会議室 

                   (愛知県西尾市中畑町二割 19番地 2) 

      来場者 ：(株)オティックスをはじめとするグループ会社 150名程度 

【募集要項】出展対象：静岡県内に生産拠点または研究拠点を有し、以下の部品・技術の 

           いずれかを提案できる中小企業 

           (1)製品 ：合金鋼のシャフト・ばね・鋼球…耐久性向上、 

                 寿命向上、コスト低減など 

           (2)素形材：(鍛造、鋳造、ダイカスト)製造技術 

           (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、プレスなど 

      出展料金：小間料 15,000 円 

      提案料 ：1提案あたり 5,000 円（最大 2 提案） 

      申込方法：出展申込書及び提案内容(展示パネル原稿)を電子メールにて提出 

      申込締切：令和 3年 7 月 30日(金) 

      問合せ先：(公財)静岡県産業振興財団 取引支援チーム 大橋・長谷川 

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

           詳しくはこちら 

           http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_719.html 

 

◆静岡ものづくり生産性向上推進リーダー育成スクール 受講生募

集(再掲) 
 

 生産現場における経営改善活動や生産性向上を指導できる人材を養成します。 

 

開催期間：令和 3年 8 月 27 日(金)～11月 19 日(金) 18 日間 

募集人数：20名 

受講料 ：20万円 

募集締切：令和 3年 7 月 9日(金) 

 

※HP は近日中に公開します。 

 

◆静岡ものづくり生産性向上推進リーダー育成スクール              

 ミニスクール受講生募集(再掲) 

 
 「ミニスクール」は、スクールの主要テーマを分類した内容を、個々の企業に合った 

テーマで従業員の皆様に学習して頂き、学習後には生産現場で直に実践するという 

取り組みです。 

 

実施回数：標準コース 3回 ※最大 5回まで 

費  用：33,000 円(税込)/回＋講師の旅費 実施回数分 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/mono/mini.html 

 
 

https://www.otics.co.jp/
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_719.html
http://www.ric-shizuoka.or.jp/mono/mini.html


                                   

 
 
 
 
 

◆令和 3年度専門家派遣事業のご案内(再掲) 
 

 専門家派遣の申込を開始しました。 

 

注意点 

(1)受付開始前の申込につきましては対応致しかねますのでご承知おきください。 

(2)2021年度より WEB受付での申込となります。 

  PC・スマートフォンよりお申込みください。 

(3)登録専門家の方についてもルール確認・利用企業への周知をお願いします。 

 

詳細はこちらをご覧ください。 

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

 

◆香港における食品テストマーケティング＆現地バイヤーとの

商談会       参加者募集(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―ションセンターでは、 

県内加工食品の海外展開を 支援するため「香港における食品テストマーケティング＆ 

現地バイヤーとの商談会」を実施します。 

約 3か月半の期間、香港商業施設とメインターゲットとなる中間所得者層のマンションの 

ラウンジ内等に最新の自動販売機を設置し、県内企業の加工品を陳列、宣伝、販売する事 

で各食品の市場調査を行います。 

期間中には販売実績等のデータを参考にしながら、現地バイヤーとの商談会も行います。 

当事業にて得られる調査結果は、今後の香港市場をはじめ輸出戦略を練る貴重なデータと 

なります。 

ご興味のある食品関連事業者の方は、是非この機会にお申込みください。 

 

【概要】 

1.自動販売機設置場所   ：パーク・アイランド(マンションラウンジ)    

              チャイナ香港シティ(商業施設) 等 8 ヶ所を予定 

2.テストマーケティング期間：令和 3 年 10 月 15日(金)から令和 4 年 1月 31日(月)109日

間 

3.申 込 期 限     ：令和 3年 7 月 9日(金) 17 時 

4.費   用       ：30,000 円/社(1社 3商品まで) 

 

出展条件等の詳細・お申込みは、こちら 

http://www.fsc-shizuoka.com/info/r03_hktm/ 

 

◆「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 経 済 牽 引 事 業 計 画 作 成 の ご 案 内 ： http://www.ric-

shizuoka.or.jp/images/1265.pdf 

【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://www.ric-shizuoka.or.jp/advice/
http://www.fsc-shizuoka.com/info/r03_hktm/
http://www.ric-shizuoka.or.jp/images/1265.pdf
http://www.ric-shizuoka.or.jp/images/1265.pdf
mailto:joho@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

◇静岡県主催 SDGｓ・ESGウェビナーのお知らせ 
 

 静岡県では、7 月 6 日 13 時 30 分から、コロナ終息後の経済回復の一つとして期待され

る 

環境ビジネスを主なテーマに、環境省環境計画課 佐々木室長、BBT大学 教授谷中修吾氏 

をメインスピーカーに迎え、オンラインでの SDGｓ・ESG セミナーを開催します。 

セミナーでは、事例の紹介やパネルディスカッションも予定しております。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

令和 3年 7月 6 日(火)13:30～16:30 オンライン開催 

定員 100 名 無料 

 

詳しくは下記アドレスをご覧下さい。 

http://www.siz-kankyou.jp/SDGS.html 

 

◇キャリア形成サポートセンター(厚生労働省委託事業)のご案

内 
 

 企業内キャリアコンサルティング導入を【無料】でサポート！ 

 

＜こんな課題はございませんか？＞ 

・新入社員の主体性・積極性を高め、定着を促進したい 

・中堅社員のモチベーションを高める施策を打ちたい 

・セカンドキャリア支援に何をしたら良いか知りたい 等 

 

キャリア形成サポートセンターでは、生涯を通じたキャリア形成と能力開発で人と組織の 

活性化を総合的に支援しています。 

従業員のキャリア支援施策をご検討されているご担当者様、まずはお気軽に 

お問い合わせください。 

https://carisapo.mhlw.go.jp/ 

 

■従業員向けキャリアコンサルティングの実施 

国家資格をもつキャリアコンサルタントが、貴社内で従業員向けキャリア 

コンサルティングを【無料】で実施いたします。 

 

 ⇒キャリアコンサルティングを実施することで、従業員のキャリア意識や 

  モチベーションの向上を図り、人材定着や従業員の意識向上を通じた、 

  組織活性化が期待できます。 

  (昨年度、当センターでキャリアコンサルティングを受けた方のうち、99%が、 

  『有益』と回答) 

■セミナー情報 

新卒採用の勝ち組セミナー 

「学生の内定辞退を防ぐ！新卒採用活動を成功させる 3 つのコツ」 

【開 催 日】 静岡 7月 27 日(火) 14:00～17:00 

【イベント概要】・新卒採用とは 

        ・内定辞退を防ぐコツ 

        ・オンライン採用活動のポイント 

        ・ジョブ・カードとキャリアコンサルティング 

        ※参加費無料 

        お申込みはこちらから 

        https://carisapo.mhlw.go.jp/eventsch/13540/ 

 

 

http://www.siz-kankyou.jp/SDGS.html
https://carisapo.mhlw.go.jp/
https://carisapo.mhlw.go.jp/eventsch/13540/


                                   

 ◇「第 20 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 
 

 静岡市産学交流センターでは、静岡の産業活性化、起業家精神の高揚、次代の産業を 

担う人材の発掘を目的として、第 20回しずおかビジネスプランコンテスト記念大会への 

参加者を募集しています。 

 

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 

       (但し、静岡市で開催のプレゼン審査・最終審査会に出場可能な方) 

       【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 3 年 10 月 20日(水) 

3.最終選考 ：令和 4 年 2月 15 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 

 

◇働き方改革を推進する                            

多様な人材の採用・活用ノウハウセミナー(関東経済産業局主催) 
 

 (オンライン実施)(参加費無料) https://questant.jp/q/hyogaki-seminar 

働き方改革に関心がある、多様な人材を確保し人材不足を解消したい、氷河期世代の 

活用事例を知りたいという企業様は、是非ご参加をご検討ください。 

 

■日  時  ：2021年 7月 26 日(月)13：30～14：30 

■当日のテーマ：(1)コロナ禍での採用市場の変化と中小企業を取り巻く課題 

        (2)就職氷河期世代を含む多様な人材活用のポイント 

        (3)地域での就職氷河期世代人材の採用・活用の事例紹介 

■講  師  ：株式会社クオリティ・オブ・ライフ アドバイザー 山田 徹 氏 

■実施方法  ：Zoom によるオンライン開催 

        お申込みいただいた企業様には開催が近づきましたら視聴用の URLを 

        ご案内いたします。 

■申込方法   以下 URLリンク先からお申込みください 

        https://questant.jp/q/hyogaki-seminar 

        リーフレットはこちらの URLからご覧ください。 

        https://www.siz-sba.or.jp/cms/files/siz-

sba/MASTER/0020/3zHDR2II.pdf 

■お問い合せ先：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:家澤・鈴木・添田) 

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

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

 

◇光産業創成大学院大学 公開講座日本語版 Youtube配信のご案内  
 

 起業家必見！ 3 名の起業家が、アメリカでの経験を熱く語ります。 

令和 2年度に光産業創成大学院大学 公開講座として開催された、 

「to revive our entrepreneurship」の日本語版録画を、フォトンバレーセンターが 

Youtube を通じて配信いたします。 

分野を問わず、起業・スタートアップ・新規事業立上げ等に興味のある方は、是非、 

この機会にご視聴ください。 

 

https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html
mailto:bizcon@b-nest.jp
https://questant.jp/q/hyogaki-seminar
https://questant.jp/q/hyogaki-seminar
https://www.siz-sba.or.jp/cms/files/siz-sba/MASTER/0020/3zHDR2II.pdf
https://www.siz-sba.or.jp/cms/files/siz-sba/MASTER/0020/3zHDR2II.pdf
mailto:kanto-jinzai@gakujo.ne.jp


                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程：令和 3 年 7月 1日(木)～7月 31日(土) ※Youtube での配信期間 

会 場：YouTube に限定公開(日本語同時通訳あり) 

内 容：第 1回：シリコンバレーの大学の研究者、企業の研究者、そして起業家と 

        して実績を積んだ Dr. Baer は、それぞれの環境の中でイノベーションを 

        起こすための仕組みと資金調達について語ります。 

    第 2回：研究者としての経歴を持たない Mr. Oberreiter は、市場からのニーズを 

        基に 4つのスタートアップ企業を立上げました。そこでの成功や失敗の 

        経験をもとに、アイデアを実現に導く要件を語ります。 

    第 3回：技術者として企業に就職した Mr. Blackborow は、その後の経歴の中で 

        スタートアップ企業の育成や M&Aに関わることになります。 

        そこで経験した 2 つの企業に関し、起業やビジネスの教科書では 

        学べない実話を語ります。 

参加料：無料 

申込締：7月 28 日(金) 

問合先：(公財)浜松地域イノベーション推進機構 フォトンバレーセンター 

    お申し込みはこちらから 

    https://www.hai.or.jp/pvc/event/event-814/ 

 

https://www.hai.or.jp/pvc/event/event-814/

