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７月 17 日、名古屋地方気象台は東海地方の梅雨明けを発表しました。今年の梅雨は統
計開始以来最も梅雨の期間が長く、5 月 16 日に梅雨入りしてから、実に 62 日となりまし
た。
また、降雨量も多く、静岡では平年 557，4 ミリのところ 860.5 ミリにも達して、県東部で
は災害が発生しており、熱海市の土砂災害は早期の復旧が待たれるところです
なお、新型コロナウイルス感染症については、新たな変異株により未だ感染拡大を続
け、マスクが手放せない日々が続きますが、猛暑の中どうか皆様体調管理にはご留意くだ
さい。さて、７月の行事報告です。
□ 8 日(木)18：00～ 西部 7 月例会 中村建設㈱会議室
○中村建設㈱様の会社概要説明及び新社屋見学
会社概要説明の後、創立 65 周年事業の一環として建築された省エネと免震装置を備
えた ZEB オフィス本社ビルを見学しました。
・ZEB とは Net Zero Energy Building のことでエネルギー負荷の抑制や、自然エネル
ギーの活用、高効率な設備システムの導入により室内環境の室を維持しつつ大幅な省
エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーの導入によりエネルギー自由度を高
め、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物であるそう
です。当該社屋では実に 83％を実現しているとのことです。
・防災対策も綿密に計画されており、建設業という発災時には緊急性が高い事業柄、本
社ビルは免震装置が組み込まれ、非常用発電機で井戸水をくみ上げ飲料水やトイレ用
水を確保でき、太陽光発電と蓄電池を備えることで、照明やコンセントが使用できる状態
で、業務への支障がないよう配慮されています。

中村建設㈱様の会議室で会社の概要の
説明を受けます。
西部部会では会員のほかゲスト参加者も
あり、この日は 23 名が参加しました。

免震装置】
1 階のフロアの一部がガラスで
出来ていて基礎部分を見ること
が出来ます。

○NB フォーラム開催準備について
・テーマについては、「ニューノーマルを生き抜くための知恵」に変更
・具体的な役割分担等の提示
・来賓への出席要請については至急実施
・パンフレット作成スケジュールの確認
など意見交換が行われました。
□ 16 日(金)14：00～16:00 オンライン開催
JNB 全国事務局代表者会議
(1)全国フォーラムについて
・本年度は神奈川ニュービジネス協議会が幹事として横浜で開催する。
・コロナ禍のため、オンライン配信も行いハイブリッド型とするが、各 NBC には積極
的にリアルでの参加をお願いする。
（過去の全国フォーラムへの参加者数の実績から、静岡には 15 名の要請あり。）
・申込みについては、データ集計をするため、ネットから各自データを入力し申込みし
てほしい。（参加費 1 人 12,000 円）
※神奈川 NBC のホームページから申込み（SNBC の HP にリンクが張ってありま
す）
・開始前の午前中（10:30～12:30）に「第 1 回全国 NBC 次世代交流会」を開催す
る。
全国の NBC のこれからを引っ張っていく次世代の方々に集まってもらい、地域の
垣根を越える交流イベントとして企画したので、若手会員の参加をお願いす
る。
※会費 1,000 円（弁当付き）
・宿については、参加者各自で確保する。
※参考：主な宿泊施設
（パシフィコ横浜ノース会場からの直線距離別）
0.5Km圏内参考価格（by Booking.com）

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜６０，０００
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル１７，０００
横浜ベイホテル東急１９，０００
1.0Km圏内
横浜ロイヤルパークホテル１１，０００
横浜東急REIホテル１０，０００
ニューオータニイン横浜プレミアム１１，０００
ナビオス横浜７，０００
1.5Km圏内
横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ１８，０００
リッチモンドホテル横浜駅前８，０００
JR東日本ホテルメッツ横浜８，０００
京急EXイン横浜東口６，０００
横浜桜木町ワシントンホテル１２，０００
ホテルルートイン横浜馬車道１２，０００
相鉄フレッサイン横浜桜木町７，０００
ブリーズベイホテルリゾート＆スパ５，０００
・例年実施するフォーラム翌日のエクスカーションは実施しない。
（中華街やゴルフ等、要望がある場合は神奈川事務局に相談してほしい。）

（2）東京 NBC の改革と新たな運営の取組みについて
○活動の整理と再定義
・各委員会がそれぞれ大規模・中規模セミナーを企画開催し、乱立気味であったため、実施
主体を定例会に集約し、正副会長、理事、事務局で企画運営する。
・各副会長が委員長を務める各委員会は、会員に具体的成果をもたらす「委員会活動」と、会
員が少人数でふかく学べる「研究部会・勉強会」活動を行なう。（各委員長が企画運営
を行なう。）
・新入会員を含む全ての会員の NBC 価値体験の最大化を目的とした、経営属性が近い
NBC 会員間でのつながりが持てるよう 10 名前後のコアグループ制度（小集団のお世
話係制）を創設する。（東京 NBC で長く活躍している会員にコアグループのお世話係
として就任依頼）
・その他、同好会として会員有志が集まり、共通の趣味をともに楽しむ会員の自主運営活動
を行なう。
○コロナ禍で退会する方も出ているが、東京 NBC では会長・副会長がコネクションのある方々
に勧誘を行ない、100 名以上の入会があり昨年度の 344 会員から 400 会員
（

を超え を超える会員数となった。
。
(3) 地域 NBC からの報告
・在札幌米国領事館×東北 NBC のオンラインセミナーの案内
※7/27 開催、SNBC 会員には 7/21 にメールで案内済み
・「にいがた BIZ EXPO」を 10 月 14・15 日の 2 日間で開催する旨、新潟県 NBC から
案内があった。
・山梨県 NBC「リアルファンディングやまなし」の実施
身近に有る空間を利用して地域や人を盛り上げるためのアイデアを募集
・関西 NBC8 月度例会オンラインセミナーのお知らせ。
・「徳島ビジネスチャレンジメッセ」を 10 月 21～23 日に開催する。8 月 31 日まで出展企
業を募集。
・高知県 NBC より 10 月３日「土佐の日」の開催案内があった。こちらもリアルで実施す
る。大懇親会は参加費 1 万円である。うまい日本酒が堪能で来るため例年人気の
催事であるため、コロナ渦ではあるが今年は参加者を絞って開催する。

産業振興財団
からのお知らせ

◆ マッチングフェア in なごや 2021(愛知・岐阜・三重・静岡広域商談会)
【受注企業募集】
愛知・岐阜・三重・静岡 4 県の支援機関が連携し、中小製造業の新規取引先開拓を
支援するため、下記のとおり『マッチングフェア in なごや 2021』を開催します。
発注企業は全国から 142 社がエントリー。対面方式に加えオンライン対応可能な
発注企業もあり、各社の実情に合わせた PR が可能です。ぜひこの機会をご活用ください。
1.実

施

機

関 ：公益財団法人あいち産業振興機構、公益財団法人岐阜県産業経済
振興センター、公益財団法人三重県産業支援センター、
公益財団法人静岡県産業振興財団
2.開催日時・場所 ：<対 面 方 式>令和 3 年 10 月 14 日(木) 午前 10 時～午後 4 時 35
分
愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
展示場 7 階・8 階
<オンライン方式>令和 3 年 10 月 15 日(金)～21 日(木)
3.募集要件・募集数：静岡県内に本社または主たる事業所(工場)を有する中小企業
(営業所のみは不可)
300 社(4 県合計) ※先着順:定数になり次第締め切り
4.商 談 方 法 ：<対 面 方 式>発注企業と受注企業の個別商談 (25 分/1 回)
<オンライン方式>Zoom、Microsoft Teams、Google meets 等を
使ったオンライン商談
(商談ツールは発注企業が指定)
5.参 加 費
：無料 ※会場までの交通費等は各自でご負担願います
6.申 込 方 法 ：「参加申込書」に必要事項をご記入の上、E-mail にてお申し込み
ください。(Excel 形式でご提出願います)
詳細 HP はこちら
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_732.html
7.申 込 締 切 ：令和 3 年 8 月 13 日(金) 必着
8.申込・問合せ先 ：静岡県事務局
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

◆「創業スキルアップサロン」のご案内
静岡県産業振興財団では事業の成長や安定に必要な知識ノウハウの習得を目指すことを
目的に、業種別「創業スキルアップサロン」を開催します。
ご自身の事業に適した業種をお選びいただき、是非ご参加いただきますようご案内
申し上げます。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.ric-shizuoka.or.jp/sogyo_skillup/

◆ 第 1 回 静岡のテレワークを考えるセミナー オンライン開催
静岡県・(公財)静岡県産業振興財団では、県内の人事労務管理者、経営者等を対象に
して、今年度、県内企業のテレワークの導入を支援するため、3 回のセミナーを
開催します。
第 1 回目の今回は「まずはテレワークで「移動」を削減 導入企業が感じたメリットと
課題」をテーマにオンラインで開催します。
「自社はテレワークの導入に向かない」と考えている企業の皆様にも、テレワークをより
身近に感じていただくため、すでに導入している企業や導入支援をしている
社会保険労務士から、「移動の削減」という観点を切り口にして事例を御紹介します。
労務管理やコミュニケーション等における課題やメリットについての本音を、
パネルディスカッション形式でお話しいただいた後、参加者との意見交換の時間も用意し
ています。
導入企業や専門家と直接意見交換ができる貴重な機会ですので、ぜひ御参加ください。
なお、当日のアクセス先 URL は開催前にメールをお送りいたします。
お手数でございますがメールアドレスを必ずご記載の上、お申込み頂ますよう
お願い致します。
■開催概要

：日
会
申
対

時：令和 3 年 8 月 3 日(火) 10:00～11:50
場：オンラインセミナー(Zoom) 定員：70 名(見逃し配信ございます)
込：下記「申し込み」よりお願いします
象：県内の人事労務管理者、経営者等
(導入イメージが湧かない方、労務管理等の心配がある方)
参 加：無料
締 切：令和 3 年 8 月 2 日(月)17:00
登壇者：株式会社 Geolocation Technology 営業企画課 小泉佳之 様
丸尾興商株式会社 専務取締役 豊田浩子 様
社会保険労務士 村松秀雄 様(静岡働き方改革推進支援センター)
進 行：(公財)静岡県産業振興財団 阪口瀬理奈
■申し込み HP：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_729.html
■問合せ先

：公益財団法人静岡県産業振興財団
診断設備チーム 仲田（なかだ）
TEL：054-273-4431 E-mail：nakada@ric-shizuoka.or.jp

◆『ビジネスマッチング in 株式会社デンソーウェーブ』開催のご案内
株式会社デンソーウェーブに対して、静岡県内企業が保有する新技術・新製品を提案
するために、ビジネスマッチングを開催し、同社との新規取引や共同研究・開発の
機会獲得を目指します。
募集案内や申込書などは下記 HP を御覧ください。
https://www.shizuoka-shinseicho.jp/2021/07/20/matching/

◆ 静岡県 DX 推進講座のご案内
静岡県 IoT 活用研究会からのご案内です。
DX に関心のある中小企業の経営層と現場リーダーの方に 3 日間かけて自社の
DX ロードマップを策定いただきます。
オンライン講座です。

【概

要】・対

象：県内に事業所がある中小企業等
＊経営層が一部だけでも参加可能な企業を対象としております。
・定 員：20 社(各社 2 名参加：経営者層 1 名+DX 担当者 1 名)
・日 程：9 月 9 日(木)・16 日(木)・30 日(木)の 3 日間
day1/DX の概要・活用事例を理解しよう
day2/DX のプロジェクトを立ち上げよう
day3/自社の DX 宣言を発表しよう
・場 所：オンライン
・受講料：無料
・詳細＆参加申し込み
http://www.tbtech.co.jp/shizuokadx/
・お問合せ：(公財)静岡県産業振興財団

革新企業支援チーム

阪口・長井

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

◇ "柔軟な働き方の取組ポイントを聞く"
│ 働き方改革導入促進セミナー(9 月 17 日(金)浜松市主催)
案内用チラシ HP
https://www.uruoiplus.jp/uploads/2021hamamatsu_seminar.pdf
柔軟な働き方を実現して、業績向上に結びつけた先進企業 2 社の経営者から取組事例と
成果を伺う内容です。
第 1 部は、27 年連続黒字、10 年以上実質離職者ゼロを達成している
株式会社日本レーザー 近藤宣之会長のご講演。
第 2 部は、社員の主体性を尊重した独自の組織づくりで注目される
株式会社吉村 橋本久美子社長が講演いたします。
対象者
定 員
参加料

：浜松市および近隣市町の事業所の経営者や労務人事担当者、その他
：100 名 ※先着順
：無料
オンライン開催／Zoom ウェビナー
申込締切：9/10(金)17:00

◆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/

◆「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.ricshizuoka.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

◆ 化粧品開発展(東京)県ブース共同出展者を募集します
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、県内化粧品メーカーおよび
OEM メーカーの販路開拓を支援するため、「第 12 回 化粧品開発展(東京)」に県ブースと
して出展することとし、ついては共同出展を希望する企業の募集をいたします。
【展示会概要】

【出展対象】

【募集企業数】

■会 期：令和 4 年 1 月 12 日(水)～14 日(金)
■会 場：東京ビッグサイト 東展示棟(東京都江東区有明 3-11-1)
■主 催：RX Japan(株)(旧:リード エグジビション ジャパン(株))
■公式 HP：https://www.cosme-i.jp/ja-jp
原料・OEM・容器パッケージ・研究機器・販促製品・物流など、業界の
研究・企画開発に必要な製品が出展されます。
・化粧品等の製造・製造販売、若しくは化粧品原料等の製造を
行っている県内中小企業者
・化粧品関連の加工機械を扱う県内中小企業者
6 社以内
※予定数を超える応募があった場合は、出展申込書の内容に基づき
選考を行います。

展示スペース】１㎡程度(前回 1.08 ㎡)
※出展企業数および採用する装飾プランにより最終決定します。
【出展料金】
50,000 円(消費税込)／1 スペース
※1 社 1 スペースのみ
※基礎装飾費を含みます。また、搬入出に伴う料金、人件費・旅費等は
出展社のご負担となります。
【申込書・方法】出展申込書に必要事項をご 記入のうえ、メールにて(Word 形式のまま)
下記までお送りください。
※出展申込書は前回の様式と異なりますので、必ず以下の申込書を
ご利用下さい。
『出展申込書』『募集案内』はこちら
http://www.fsc-shizuoka.com/
【申込期限】
令和 3 年 8 月 20(金)17 時必着
※出展の採否については、9 月上旬にご連絡予定です。
【お問合せ・申込書提出先】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(担当：浜松)
TEL：054-254-4513 E-mail：newfoods@ric-shizuoka.or.jp

◇ 工業用水を利用しませんか！(静岡県企業局)
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ったこと
から、工業の健全な発達と地盤沈下の防止を目的に整備されました。
静岡県企業局では、県下 7 地域に工業用水を供給しています。
現在、7 つの工業用水について、新規利用される皆さまを募集しています。
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：
柿 田 川(沼津市、三島市、清水町、長泉町)：柿田川表流水(原水)
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.その他(建設業、不動産業の皆様へ)：
静岡県企業局では、事業者様からのご紹介により給水契約締結に至った場合に謝礼を
お支払いする「工業用水利用促進インセンティブ制度」を創設しました。
工水の利用を希望する事業者を企業局へご紹介いただけませんか？
詳細はホームページをご覧いただくか、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・2163 E-mail：kigyou_keiei@pref.shizuoka.lg.jp

◇「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/sizsba/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

◇ 静岡県主催『多様な人材活躍アドバイザー派遣』
県内の従業員数 300 名以下企業(限定 80 社)を静岡県がサポートする事業です。
女性や高齢者、外国人等の多様な人材が働きやすい職場づくりのため課題のヒアリング
から効果的な行動計画のご提案、労働局への届出まで、アドバイザーが訪問して無料で
サポートします。
案内用チラシ
(1)従業員数 300 名以下企業向け
→ https://www.uruoiplus.jp/uploads/2021advisor.pdf
(2)従業員数 101～300 名以下企業向け
※改正女性活躍推進法で、「行動計画」策定が、2022 年 4 月から義務化される企業向け
→ https://www.uruoiplus.jp/uploads/2021advisor101-300.pdf
対
象 ：静岡県内に本社のある従業員数 300 名以下の中小企業
費
用 ：アドバイザー派遣料・交通費全て無料
支援企業数：限定 80 社
支援内容 ：・女性活躍推進法と次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画の
策定サポート
・高齢者もしくは、外国人雇用の行動計画書の策定サポ―ト
派遣回数 ：2 回以上(1 回 1 時間)
申込締切 ：先着 80 社に達した時点で締切

