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事務局だより                             

今年の梅雨は全国的に異例の短期間で、梅雨明けと同時に猛暑が始まり、まだこれから夏本

番を迎えると考えると先が思いやられますが、どうぞ皆様体調管理にはくれぐれもお気をつけ下さ

い。 

さて、6 月の行事報告です。 

 

□ 29 日(水)15:00～19:30 グランディエールブケトーカイ 定時総会   

  

 
 【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 4 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･監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。 

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。 
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 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 4 年 6 月 29 日～令和 6 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 三輪久夫 浜松いわた信用金庫 専務理事  副会長（新任） 

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 五条堀孝 （一社）富士･箱根･伊豆国際学会 理事長  （新任） 

理事 小野大和 小野建設㈱ 専務取締役 
 

理事 山田潤 焼津水産化学工業 代表取締役社長  
 

理事 松浦令一 ㈱ハル・インダストリ 代表取締役 
 

理事 鈴木一寿 鈴与㈱ 常務取締役 
 

理事 小泉孝之 小泉孝之社会保険労務士事務所 所長 
 

理事 相樂英希 アサヒビール株式会社 静岡支社長 
 

理事  野々山 茂 清水総合コンピュータサービス㈱ 代表取締役社長 
 

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 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㈱ 取締役管理本部長   

理事 矢板橋一志 ㈱ミダック 相談役    

専務理

事 
太田智之 

(一社)静岡県ニュービジネス協議会 専務理事兼事務局

長  

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 
 

 



                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

  この他、令和３年度事業報告、令和４年度各委員会の主要事業計画、第 31 回静岡県ニュービ

ジネス大賞募集、2022 静岡県ニュービジネスフォーラム in 静岡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の増田好己氏をお招きし、「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、様々な取組みをご説明いただきました。 

 

 
【増田好己氏の特別講演】 

 

  なお、来賓として、静岡県からは高橋良和商工業局長がご臨席され祝辞を述べていただき 

ました。 

 

本年度は 3 年ぶりに交流会を、令和元年度から今まで入会した会員のウェルカムパーティーを兼

ねて実施したところ、新入会員 18 社 22 名の参加を含め 72 名の参加がありました。 

また、中小企業長官の角野然生氏も来賓としてご参加いただき、会員との交流を深めました。 

 

□ 13 日（月）中部部会 中部サロン 

中部部会会員の大和証券㈱静岡支店長の竹内竜也様をお迎えし、ウクライナ問題等で先

行きの見通しが難しい中、今後の予測などをお話しいただきました。 

 

□ 16 日（木）西部部会 6 月例会 

西部部会会員のみずほ証券㈱浜松支店様において、みずほ証券㈱が取組む金融教育

や株価や為替の今後の見通しについてお話しいただきました。 

 

□ 20 日（月）東部部会 5 月サロン 

各部会の合同で行うタウンウォッチング視察先について部会員の皆さんで話合いを

行いました。 

 
 

 



                                   

 

◆ ビジネスマッチング inデンソーウェーブ                    

       ニーズ説明会・ミニ展示会 開催のご案内 

 
(1)ニーズ説明会 

  QR コードの開発でしられるロボットメーカーのデンソーウェーブと 

  静岡県内中小企業のビジネス機会の創出を図るため、11月に開催される展示会に 

  向けてニーズ説明会を開催します。 

  カーボンニュートラル時代への対応ニーズの激しい動きや、それに伴う 

  ビジネスチャンスについて幅広く提供していただきます。ビジネスマッチングを 

  希望する県内中小企業の皆様、是非ご参加ください。 

 

  詳細はこちらよりご覧ください → https://www.shizuoka-shinseicho.jp/ 

 

  ■対 象 者：静岡県内中中小企業 

  ■開催日時 ：2022年 7 月 26日(火) 

  ■開催方法 ：オンライン(Zoom) 

  ■募集人員 ：500 名 

  ■参 加 費：無料 

  ■申込方法 ：下記 URL または添付ファイルの QRコードでアクセスしてください 

  https://zoom.us/webinar/register/WN_gKdsoIQSSoeTZU8OpeuonQ 

  ■問合わせ先：静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 4F 

         (公財)静岡県産業振興財団 新産業集積グループ 研究開発支援チーム 

         担当：渡瀬(わたせ)小柳津(おやいづ) TEL：054-254-4512 

 

(2)ミニ展示会 

  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、ミニ展示会形式の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。 

 

  詳細はこちらよりご覧ください → https://www.shizuoka-shinseicho.jp/ 

 

  ■対 象 者：静岡県内に生産拠点または研究拠点を有し、自社の固有技術を 

         活用して、新成長産業・ロボット産業関連技術分野 

         (・生産工程の自動化・省エネ・カーボンニュートラル 

         ・品質保証(トレーサビリティ)・ロボット周辺機器・RFID・センサ 

         ・ソフトウェア・QRコードを使ったサービス・その他) 

         における新技術・新製品を提案する中小企業 

  ■開催時期 ：11月頃開催予定 

  ■開催場所 ：(株)デンソーウェーブ本社内(愛知県阿久比町大字草木字芳池 1番) 

  ■募集社数 ：10社程度(予定) 

         応募多数の場合、書面選考にてビジネスマッチングの 

         対象を決定します。 

         (選考結果は 10月 14日(金)に静岡県産業振興財団から通知します。) 

  ■募集期間 ：2022年 9 月 30日(金) 正午まで 

  ■参 加 費：無料 

  ■申込方法 ：申込書及び参考資料に必要事項を記入の上、事務局までメールにて 

         送付ください。 

  ■問合わせ先：静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 4F 

         (公財)静岡県産業振興財団 新産業集積グループ 研究開発支援チーム 

         担当：渡瀬(わたせ)小柳津(おやいづ) TEL：054-254-4512 

 

産業振興財団 

からのお知らせ 

 

https://www.shizuoka-shinseicho.jp/
https://zoom.us/webinar/register/WN_gKdsoIQSSoeTZU8OpeuonQ
https://www.shizuoka-shinseicho.jp/


                                   

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
  

◆ 企業脱炭素化支援センター本格稼働・静岡県企業脱炭素化推

進フォーラム     

立ち上げ記念「静岡県企業脱炭素化推進セミナー」 

の開催ご案内 
 

 静岡県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、県内企業の 

脱炭素化支援プラットフォームとして、本年度、(公財)静岡県産業振興財団に 

「企業脱炭素化支援センター」を設置いたしました。 

また、それに伴い、「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム」を組成し、会員の募集を 

開始いたしました。このたび、同センターの本格稼働及び同フォーラムの立ち上げを 

記念し、「令和 4年度 静岡県企業脱炭素化推進セミナー」を開催しますので、 

是非とも御参加いただきたく、御案内申し上げます。 

 

セミナーの詳細は以下の URL よりご覧ください。 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_802.html 

 ■日  時 ：令和 4年 7 月 29日(金) 14:00～16:00 (開場 13:30～) 

■会  場 ：ホテルグランヒルズ静岡 5F センチュリールーム(静岡市駿河区南町 18-

1 )  

       ※お車でお越しの場合、会場周辺の有料駐車場を御利用ください。 

■開催方法 ：会場参加またはオンライン参加(Zoom)の選択制 

■定  員 ：会場参加：100名 オンライン参加：150 名 

       ※会場参加の際はマスク着用の御協力をお願い致します。 

■対 象 者 ：静岡県企業脱炭素化推進フォーラム会員 

※申込方法については以下の URLよりお願いします。 

 https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/ 

 

■プログラム：1.主催者挨拶 

       2.基調講演  

        会場にて講演 「カーボンニュートラル社会への転換ー現状と課題ー」 

          国際環境経済研究所 理事 竹内 純子氏 

       3.企業脱炭素化支援センターのご紹介 

       4.カーボンニュートラルに関する各種支援制度について 

        国・県等支援策 

 

■参 加 費 ：無料 

■申込方法 ：・下記の URL からご希望される参加方法をご選択し、お申し込み下さい。 

 

会場参加：https://tayori.com/form/a12ff1eefc8d7b211899fc6d8609d007ff3b732f/ 

        

オンライン参加：https://tayori.com/form/b27eaeab4fcc9c5947a3dd0a0785b8cf075d1e03/ 

 

※「静岡県企業脱炭素化推進セミナー」へのご参加申込は、  

  静岡県企業脱炭素化推進フォーラム会員への入会が必須となっております。 

 https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/ より 

 静岡県企業脱炭素化推進フォーラム会員への入会後、申込をお願いします。 

 また、静岡県企業脱炭素化推進フォーラム会員への入会申込のみでは、セミナーへの 

 参加はできません。「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム会員」および 

 「静岡県企業脱炭素化推進セミナー」とも両方の申込をお願いします。 

 

■申込期限：令和 4年 7月 22 日(金) 17:00 

      ※ただし、定員に達した段階で募集の締切をさせていただきます。 

 

          

  〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 4F 

  TEL：054-273-4437 E-mail：innovate@ric-shizuoka.or.jp     

 

 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_802.html
https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/
https://tayori.com/form/a12ff1eefc8d7b211899fc6d8609d007ff3b732f/
https://tayori.com/form/b27eaeab4fcc9c5947a3dd0a0785b8cf075d1e03/
https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/
mailto:innovate@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

■申込・お問合せ先：公益財団法人静岡県産業振興財団 

          企業脱炭素化支援センター (担当：菊地・八木) 

          〒420-0853 静岡県静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 4F 

          TEL：054-273-4437 E-mail：innovate@ric-shizuoka.or.jp 

 

      

 

～現場の課題を AI で解決できる人材を養成します～ 

  

 本講座は静岡県内の中小企業を対象とした AI人材養成講座です。 

「AI」とひとことで表しても、多変量解析、画像処理、時系列解析など幅広い領域が 

含まれていますが、本講座では「現場で使える」ために必要な領域を厳選した 

カリキュラムを用意しています。 

プログラミングの初心者の方も基礎から手厚くサポートいたしますので、AI 活用に 

ご意欲のある方はぜひご参加ください。 

こちらは半年間かけて合計 120時間、オンラインと対面のハイブリッドでしっかりと 

Python や数学、統計、AI、設備への実装方法などを学んでいただく講座になります。 

 

詳細チラシは県産業イノベーション推進課ホームページ新着情報をご覧ください 

https://fujinokuni-ict.net/news/syanai_koudo_ai/ 

  

■カリキュラム：・事前学習：学習用動画にて機械学習に必要な 

              基礎数学・統計・python の土台作りをします。 

        ・座  学：DAY1～12 データ解析の考え方、様々なモデルを選び、 

              実務に活用する土台を身に着けます 

        ・チーム開発演習:実際の設備を模した環境で外観検査の AI開発を 

         行います。 

        ・卒業後 ：Slack の講座卒業生交流用コニュニティにご招待。 

              実務での成果を発表したり、情報共有などが 

              気軽にできます。 

■対   象 ：・静岡県内の中小企業、 

        ・AI 活用に意欲的、AIプロジェクトに関わる方 

        ・最低限の PC スキルがあり、平日も含めて自学習時間を確保できる方 

■参 加 費 ：50,000 円(税込) 

■開 催 日 ：2022年 9月 7日～2023年 2月 1 日(月に 3～4回、6 時間×20日間予定) 

■開催方法  ：対面 8日間及びオンライン(12日間)で実施します。 

■実施場所  ：Day1・Day13～20 静岡県工業技術研究所(静岡市葵区牧ケ谷 2078) 

        Day2～12 オンライン (実施ツール Microsoft Teams) 

■受講に必要な 

 環   境 ：Wi-Fi接続可能 PC(Windows10(64bit)以上、Mac OSX10.9 以上のスペック推奨) 

■主 催 者 ：静岡県・公益財団法人静岡県産業振興財団 

        (静岡県 IoT 導入推進コンソーシアム) 

■申 込 み ：ホームページ 7月 1 日より → https://www/tbtech.co.jp/shizuoka_ai 

■お問合せ  ：テービーテック(株) データサイエンティスト養成講座事務局 

        〒471-0842 愛知県豊田市土橋町 3-4-1 東京貿易ビル 

        E-mail：datascience@tbtech.co.jp 

        ホームページ：http://www.tbtech.co.jp 

 

※長期間の講座になりますので、(公財)静岡県産業振興財団 

 革新企業支援チーム 阪口・長井まで 

ご連絡くだされば、講座の説明に伺います。 TEL：054-273-4434 

◆ 令和 4年度社内高度 AI人材養成講座                      

     「20 日間で身につく!製造業に生かせる AI 活用術!」募集 
 

mailto:innovate@ric-shizuoka.or.jp
https://fujinokuni-ict.net/news/syanai_koudo_ai/
https://www/tbtech.co.jp/shizuoka_ai
mailto:datascience@tbtech.co.jp
http://www.tbtech.co.jp/


                                   

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

農林水産省より、第三者認証を取得した飲食店様向けの新しい補助金事業の 

案内がありましたので、ご案内します。 

第三者認証を取得した飲食店様向けの補助金事業として、コロナ禍で悪化した業績の 

回復や、コロナ禍においても事業継続できるような、業態転換等(新メニュー開発、 

感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の 

取組への支援を行うこととしております。 

本事業は、R3年度補正で措置した「外食産業事業継続緊急支援事業 予算額 600億円」の 

うち 10億円の事業となります 

(業態転換等支援事業。補助率:1/2、補助金額:100万円(下限)～1,000 万円(上限)を 

支援いたします。)。 

このたび、本事業の公募を 6 月 15日（水）～8月 1日（月）の間で行うこととし、 

以下サイトを公表したところでございます。 

 

・公募予告サイト：https://jmac-foods.com/adopted/813/ 

 ※公募開始後も同じ URLで募集をする予定です。 

 

・公募案内パンフレット： 

 https://jmac-foods.com/app/wp-content/uploads/2022/06/22050258_2nd.pdf 

 

Q&Aセミナーとして、Webセミナーを 4回開催する予定でございます。 

 

※本事業は、事務局として、株式会社日本能率協会コンサルティングが、 

 応募受付・審査・補助金交付等を行うこととしております。 

 

【問合わせ先】〒105-0011 東京都港区芝公園三丁目 1 番 22号 

       株式会社日本能率協会コンサルティング R4業態転換等支援事業 事務局 

       E-mail：eat_jamac@jamac.co.j 

 

 
 

◇ 令和 4年外食産業事業継続緊急支援事業                    

 「業態転換等支援事業公募(第 1次)」のご案内 
 

   

 

 

◆「わかりやすい IoT を用いた現場実装講座」(浜松会場)  

受講者募集   

IoT や ICTに詳しくない企業関係者を対象とし、IoTの専門知識がない方でも簡単に 

操作できる Raspberry Pi を用いて体験研修を行うことで IoT が難しいというイメージを 

緩和させ、また実習だけで終わることなく機器を職場に持ち帰り実際に使ってもらう事で 

利用価値を実感してもらい IoT導入を促進することを目的とする。 

 

■開催日・会場・内容 

 ・1 日目(実習)    令和 4年 8 月 29日(月)13:00～16:30 

  会  場：浜松工業技術支援センター（浜松市北区新都田 1-3-3） 

  内  容：・IoTツールについて・Raspberry pi のセットアップ 

       ・Grove Base Kit の使い方  

       ・実習(Node-Redと Grove センサ)・自社工場への IoT 導入実習について 

 

 ・2 日目(成果発表会) 令和 4年 11月 22 日(火)13:30～16:00 (予定) 

  会  場：(予定)浜松工業技術支援センター(コロナの状況を見ながら判断） 

  内  容：セットアップした機器等にて自社工場で実証した導入成果を発表 

 

■受講対象者：・静岡県内中小製造業者で IoTによる見える化を進めたい方 

       ・実習にてセットアップした機器を自社工場にて 

        設置～データ収集～発表が可能な方 

       ・静岡県 IoT 導入コンソーシアム(旧:静岡県 IoT活用研究会)の会員、 

        又は会員加入が可能な方 

■講  師 ：静岡県工業技術研究所職員＋外部 IoT 専門家(講習会・現場設置のサポー

https://jmac-foods.com/adopted/813/
https://jmac-foods.com/app/wp-content/uploads/2022/06/22050258_2nd.pdf
mailto:eat_jamac@jamac.co.j


                                   

 
■受講対象者：・静岡県内中小製造業者で IoTによる見える化を進めたい方 

       ・実習にてセットアップした機器を自社工場にて 

        設置～データ収集～発表が可能な方 

       ・静岡県 IoT 導入コンソーシアム(旧:静岡県 IoT活用研究会)の会員、 

        又は会員加入が可能な方 

■講  師 ：静岡県工業技術研究所職員＋外部 IoT専門家(講習会・現場設置のサポート) 

■募集人員 ：10名(原則 1 社 1 名) 

■参 加 費 ：機器代として 20,812 円 

■申込締切り：令和 4 年 8月 12 日(金) ※ただし定員になりしだい締切ります。 

■問 合 せ ：(公財)静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 長井 

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

 

■詳細はこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_804.html 

 
 
 
 ◆ 令和 4 年度 「ISO9001 内部監査員養成講座」 

受講者募集のご案内  

令和 4年度の『ISO9001 内部監査員養成講座』受講者募集を開始します。 

 

詳細はこちらから：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_805.html 

 

■対象者 ：静岡県内中小企業者(中小企業基本法に提議された範囲の企業) 

      ISO推進担当者の方 

■開催日程：・第 1日目 令和 4年 10 月 20日(木) 9:30～16:30 

      ・第 2日目 令和 4年 10 月 21日(金) 9:30～16:30 

      ※2日間受講された方には「終了証書」を交付します。 

■研修内容：1.ISO9001 の全容解説 

      2.リスク対応・変化点管理 

      3.ケーススタディ(多数あり) 

      4.品質監査の実務と内部監査員の役割 

      5.内部監査での着眼点と継続的改善への指摘 

      6.新型コロナウィルス等のパンデミックリスク対応 

■会 場 ：静岡県産業経済会館 3F 大会議室(静岡市葵区追手町 44-1) 

■定 員 ：40 名(申込み状況により 1社あたりの参加人数を制限させていただく 

         場合があります) 

■受講料 ：19,800 円(税込) 

■申込期限：令和 4年 8月 31 日(水) ※定員に達した時点で締め切ります。 

■問合せ先：(公財)静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 担当 松永 

      TEL：054-273-4434 FAX：054-251-3024 

      E-mail：joho@ric-shizuoka.or.jp 

 

◆ 令和 4 年度 地域創生起業支援金(2 次募集)のご案内     

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する 

「地域創生起業支援金(2 次募集)」の公募を開始します。 

mailto:joho@ric-shizuoka.or.jp
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_804.html
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_805.html
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■補助対象者 ：本補助金の補助対象者は、以下の(1)から(6)の要件を 

        すべて満たす者です。 

        （１）以下のいずれかに該当する者 

   (A)新たに起業する者 

   本事業の公募開始日(令和 4年 7 月 11日)以降、 

   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 新たに起業

し、個人事業又は法人の代表者となる対象となる。 

(B)事業承継を行う者 

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 

(C)第二創業を行う者 

第二創業をする個人事業又は法人の代表者 

(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 

■補助対象事業：補助対象事業は、以下の(1)から(6)の要件をすべて満たす事業で

す。 

(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)許認可が必要な事業については、令和 5年 2 月 15 日(水)までに 

許認可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。 

(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正化等に関する 

法律(昭和 23年法律第 122号)第 2条において規定する風俗営業等) 

ないこと。 



                                   

 
■補助率等  ：補助率は補助対象となると認められる経費の 2分の 1以内であって、 

        上限額は 200万円となります。 

■補助事業期間：補助事業期間は、交付決定日から令和 4 年 12 月 31 日(土)までとなりま

す。 

■応募手続  ：募集期間：令和 4 年 7 月 11 日(月)～令和 4 年 8 月 8 日(月) (17:00 必

着) 

■提出先   ：〒420-0853 静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 4F  

        公益財団法人 静岡県産業振興財団 企画・創業支援チーム宛 

 

■応募書類等の詳細はこちら 

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