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事務局だより                             

SNBC NEWS 3 月 
 

早いもので 3 月を迎え、令和 4 年度も残り 1 ヶ月となりました。2 月は、当協議会常任委

員会が開催されました。 

2 月の事務局の動きについてご報告します。 

 

□8 日 (水）14：00～16：00 第 2 回起業家支援委員会(あざれあ 503 会議室) 

 議 題 

１ 令和 4年度事業の進捗状況について 

 ・ 事務局から説明。計画とおり事業を実施している旨報告した。 

２ 令和 5年度事業計画(案)・予算(案)の策定について 

 ・ 前年度並みの計画・予算で執行していく旨了承された。 

〇 起業家マインド情勢授業事業について 

    県内の東部･中部･西部で全 4 校で実施した。好評であり、令和 5 年度も県内広域で

実施していく。 

○ 地域振興支援事業 

令和 4 年度は下田市のワーケーションに取組む市や団体を視察・意見交換する予

定であったが、コロナ禍のため実施できなかったため、5 年度も同地区を視察候補

地とする。 

 

□ 14 日 (火）14：00～15：30 第 3 回企画戦略委員会(静岡労政会 第 4 会議室) 

曽根統括・古谷委員長の挨拶、古谷委員長の議事進行の下に進められた。 
  議 題  

 1 令和 4年度事業の進捗状況等について 

提出資料「令和元年度企画戦略委員会事業実施状況」により事務局から、NB フォー

ラムは盛会であり、NB 大賞はアントレプレナー賞を新設した旨説明。コロナ禍であるが

各部会の NBセミナー開催回数も戻ってきている。 

２ 令和 5年度事業計画(案)･予算(案)の策定について 

  提出資料「令和 5年度同委員会事業計画(案)により事務局から前年度並みの事業計

画を、提示予算については令和 4 年度決算見込額を提示、令和 5 年度事業体系予

算について財政の健全化に向けて次年度においても予算の適正執行に取り組んで

いく旨説明し了承された。 

３ 「2023 静岡県ニュービジネスフォーラム in 東部」について      

(1) 開催日 令和 5 年 11～12 月（予定） 
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(2) 会 場 三島大社、三島プラザホテル（予定） 

  (3）テーマ （仮）「ガストロノミーツーリズムとニュービジネス 

            ～海･農産物 MaOI と AOI のコラボ～ 

  (4) 当日の日程等  今後詰めていく 

４ 「第 32回静岡県ニュービジネス大賞」の進め方・日程等について       

○ 令和 5年度の日程  

   ・募集期間 6月 1日～8月 31日      

  ・書類審査 未定 ※日程は 4月の当委員会で決定する 

・第一次ヒヤリング 未定                         

・第二次ヒヤリング 未定(フォーラム当日午前中)          

５ その他 

  次回令和 5年度第 1回同委員会の開催日は、4月 11 日(火)14：00～男女共同参

画センターあざれあ 第 1会議室において開催予定。 

 

□ 14 日 (金）14:00～16：30 第 2 回情報渉外委員会(男女共同参画センターあざれあ 

会議室) 

曽根総括副会長の挨拶の後、曽根統括による議事進行で行われた。 

議 題 

１ 令和 4年度事業の進捗状況について 

 ・ 事務局から説明。広報事業は計画とおりであるが海外視察は最小催行人数に達

せず中止となる。 

２ 令和 5年度事業計画(案)・予算(案)の策定について 

・ HP 刷新について予算的な懸念から発注を止めていたが、懸念は払拭できたた

め、現在(株)ラプトに素案を作成依頼している。5 年度事業として上半期までに

作成する予定である。 

 ・ 前年度並みの計画・予算で執行し、HP については予備費対応で行う旨了承され

る。 

３ 海外視察研修について 

 ・3 年連続中止となったが、5年は実施したい。 

  (1) 視察候補地 

① オマーン 

   親日家が多く、GDP に占める非石油部門の比率を現状の 6 割から 9 割程

度に引上げる目標を掲げ、経済特区による貿易・工業の拠点化だけでな

く、太陽光発電や風力発電を増やし、海水を電気分解して得る「グリーン

水素」の制三和目指すオマーンを視察候補地とする。 

 
 

以上のとおり同委員会で決定され、理事会での協議となりました。 

４ その他 

  次回令和 4年度第 1回同委員会の開催日は、4月 14 日(金)14：00～男女共同参

画センターあざれあ 503会議室において開催予定。 
 



                                   

 

３月行事予定 
 

令和３年度 第 3回理事会 

 日時：令和４年 3月 13日（月） 14：00～16：00 

 場所：男女共同参画センターあざれあ 特別会議室 

 

県幹部職委員との意見交換会 

 日時：令和４年 3月 30日（木） 15：00～19：00（予定） 

 場所：県庁内会議室ほか 

 
 



                                   

 

  

 

産業振興財団 

からのお知らせ 

 

◆ フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションフォーラ

ムの参加者募集(再掲) 

◆ 令和 4 年度 第 2 回静岡県企業脱炭素化推進

セミナーを開催します！   

 

このたび、同センターの本年度の締めくくりとして、 

「令和 4 年度 第 2 回静岡県企業脱炭素化推進セミナー」を開催いたします。 

第 1部では基調講演や国・県施策の説明を行うとともに、 

第 2部ではカーボンニュートラル取組みサポート機関の紹介ブースを設け、 

中小企業の皆様に役立つ情報等をお届けしますので、ぜひともお気軽にご参加くださ

い。 

 

■開催日時：令和 5年 3月 14 日(火) 13:30～16:30 (受付 13:00～ ) 

■会  場：ホテルグランヒルズ静岡 5F(静岡市駿河区南町 18-1) 

      第 1部：センチュリールーム 

      第 2部：マーガレット 

■内  容：〇基調講演：「静岡県内中小企業の脱炭素化への取組実態と評価」 

       講  師：水谷 洋一氏 

            (国立大学法人静岡大学サステナビリティセンター  

             カーボンニュートラル推進チーム 教授) 

      〇カーボンニュートラルに向けた「J-クレジット」制度の活用について 

      〇カーボンニュートラルに関する県支援策について 

 

■申込方法：以下の URLよりお申し込みください。 

      http://www.ric-shizuoka.or.jp/carbon_neutral/20230208-1.html 

■問合せ先：〒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 

      (公財) 静岡県産業振興財団 

      企業脱炭素支援センター イノベーション推進部 TEL：054-273-4437 

 

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、県民の健康寿命延伸と 

経済の持続的発展を目指し、フーズ・ヘルスケア関連産業の振興を広く支援していま

す。 

その一環として事業者の皆様に今後の製品・サービス開発のヒントとして 

いただくために、 本フォーラムでは、食によるヘルスケア産業創出に関する講演と 

県内大学・企業等が有するシーズ発表を行います。 あわせて助成事業成果等を展示

する 

とともに参加者交流の場を設けます。 

ついては、参加者を募集しますので是非ご参加ください。 

 

■日 時：令和 5年 3 月 14 日(火) 13:30～16:30（受付 13：00から）  

■会 場：グランディエール ブケトーカイ (静岡市葵区紺屋町 17-1 葵タワー４

階) 

■内 容：・基調講演 「食によるヘルスケア産業創出と研究成果の社会実装」  

           農業・食品産業技術総合研究機構  

           食品研究部門エグゼクティブリサーチャー 

山本(前田)万里 氏  

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/carbon_neutral/20230208-1.html


                                   

・シーズ発表 1「SDGs に寄与する食材粉末化技術をその活用」  

            (株)ゴールドクラブ 取締役部長 古賀忠 氏  

     ・シーズ発表 2「静岡県産食材の機能性成分分析の結果とその活用」  

            (公財)静岡県産業振興財団 

            サイエンスアドバイザー 南条文雄 氏 

     ・シーズ発表 3「微生物を用いた飲料抽出残渣からの 

             ファインケミカルの発酵生産技術の開発」  

            静岡県立大学 

            食品栄養科学部環境生命科学科/大学院食品栄養環境科学研究

院  

            環境工学研究室 准教授 原清敬 氏  

     ・ブース展示(助成事業等の成果・シーズ展示) 

     ・名刺交換 

■対 象：食品、ヘルスケア産業などの事業者、研究機関などの関係者 

■参加料：無料 

■定 員：会場 80 名、オンライン 100名(先着順) 

■申込締：令和 5年 3 月 8日(水) 

■主 催：公益財団法人静岡県産業振興財団 

■問合せ：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：丸山・中村 TEL：054-254-4513 FAX：054-253-0019 

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

■詳 細：http://www.fsc-shizuoka.com/info/230314forum/ 

 

◆ 健康寿命を延ばすヘルスケアビジネス勉強会＆

相談会の参加者募集(再掲)  

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、 

ヘルスケアビジネスの事業化を支援しています。その一環として、 

この度、岡山大学大学院特任准教授志水武史氏を講師に迎え、 

ヘルスケアビジネスを進めるにあたっての課題やポイントを分かりやすく 

ご講演いただきます。  

 また具体的な事業化を進めている事業者を対象に、講師に直接ご相談いただける 

機会を設けます。ついては参加者を募集しますので是非ご参加ください。  

 

■日 時：令和 5年 3 月 23 日(木) 勉強会 13:00～14:30、 

               相談会 14:40～16:15 (受付 12:30から) 

■会 場：袋井新産業会館キラット「あきはホール」(袋井市高尾 1129-1) 

■内 容：・講演「ヘルスケアビジネスの事業化ポイント」  

      岡山大学大学院ヘルスケアシステム総合科学研究科 

      特任准教授 志水武史 氏 

     ・相談会 講師による個別アドバイス 2社(1社 45分) 

■対 象：ヘルスケアビジネスを検討中、又は事業化を進めている事業者、団体等 

■参加料：無料 

■定 員：会場 40 名、オンライン 100名(先着順) 

■申込締：令和 5年 3 月 16 日(木) 

■主 催：公益財団法人静岡県産業振興財団 

■問合せ：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：丸山・中村 TEL：054-254-4513 FAX：054-253-0019 

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

■詳 細：http://www.fsc-shizuoka.com/info/0323benkyoukai/ 

 

mailto:newfoods@ric-shizuoka.or.jp
http://www.fsc-shizuoka.com/info/230314forum/
mailto:newfoods@ric-shizuoka.or.jp
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◆ 令和 5 年度 SDGs セミナー開催のご案内(再掲)   

(公財)静岡県産業振興財団では、「令和 5 年度 SDGsセミナー」を開催いたします。 

 

本セミナーでは、 

・「地域の課題を解決し、企業の認知度・存在感を高め、業績の向上につなげていく」を 

  モットーに、SDGs経営を体現してきたエネジン㈱の藤田社長が、中小企業でも 

  無理なく実践しやすい活動の手法を熱く語ります。 

・令和 4 年度に「SDGs 貢献企業支援事業補助金」を活用し、SDGs達成を目指し事業を 

 実施した県内企業 5 社が自社の取組内容や成果について発表します。 

 

成果を出し続け、社会貢献にも繋がる SDGs経営のヒントを掴みに、 

是非ともご参加ください! 

 

※詳細はこちら： 

 http://www.xeo-ssl.net/ric-shizuoka.or.jp/_medias/fck/20230414SDGs.pdf 

■日  時：令和 5年 4月 14 日(金) 13:30～16:10(受付 13:00～) 

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

      ※新型コロナウイルス感染拡大状況により、 

       オンライン開催へ変更する場合があります。 

■内  容：(1)成果発表：令和 4 年度 SDGs 貢献企業支援事業補助金 採択企業 5社 

      (2)講  演：演題：中小企業にとっての SDGs 経営とは 

             講師：エネジン株式会社 代表取締役社長 藤田源右衛門 氏 

      (3)事業 PR ：令和 5 年度 SDGs 貢献企業支援事業補助金 

■募集対象：県内の中小企業、特定非営利活動法人、支援機関、金融機関 等 

■募集人数：50 名(先着順) 

■参 加 費：無料 

■申込締切：令和 5年 4月 10 日(月) 

■申込方法：下記申込フォーム(Tayori)から必要事項を入力してお申し込みください。 

 

申込フォームはこちら 

https://tayori.com/form/b79d36b51cf5e341b80e4e9385ca95e9df2cf6b7/ 

 

■問合せ先：(公財)静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 勝山 

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

      E-mail：joho@ric-shizuoka.or.jp 

 

 

http://www.xeo-ssl.net/ric-shizuoka.or.jp/_medias/fck/20230414SDGs.pdf
https://tayori.com/form/b79d36b51cf5e341b80e4e9385ca95e9df2cf6b7/
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◆ 静岡県企業脱炭素化推進フォーラム入会のご案

内(再掲)  

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。 

それに伴い、同センターの取組を効果的に実施するため 

「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム」を組成いたしました。 

「静岡県企業脱炭素化推進フォーラム」では、脱炭素化に関するイベント、 

セミナーの開催や情報提供等の普及啓発をはじめ、中小企業等の皆様が脱炭素化を 

図るうえで有益な活動を行ってまいります。  

活動趣旨にご賛同いただける皆様は、この機会に是非ご入会下さいますよう 

ご案内申し上げます。 

 

詳細は以下の URLをご覧ください。 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_801.html 

 

【会員に向けた主な活動内容】 

 1.フォーラムの開催 

 2.普及啓発・人材育成に係る取組（セミナー等） 

 3.各種情報提供 

  ・セミナー等イベント開催の情報提供 

  ・中小企業等の脱炭素化への取組に関する実態調査の結果や 

   中小企業脱炭素化・省エネ事例集等の情報提供 

  ・企業脱炭素化支援センターが収集した情報の優先的な提供 

 4.その他 

  ・中小企業等の脱炭素化を図るうえで会員に有益な取組等 

【会費】無 料 

 

【申込方法・問合せ先】 

 ・下記、URLからお申し込み下さい。 

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

 (公財)静岡県産業振興財団 

 静岡県企業脱炭素化推進フォーラム事務局(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 

 

◆ 企業参加型オンラインコミュニティ                      

 「しずおか産業創造プラットフォーム」をご利用くだ

さい(再掲) 

■「しずおか産業創造プラットフォーム」とは 

  県内で新たな事業に取り組む企業等に対し、国、県等の支援情報を一元的に提供す

るとともに、困りごとや協業の相談等、様々なメンバーとの交流の場をオンライン上で 

提供します。 

 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_801.html
https://tayori.com/form/5f4636f159200f2bb87ed6eca73f8fdb5be9ccff/
mailto:innovate@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 ■「しずおか産業創造プラットフォーム」の特長 

  (1)ポータルサイト上で、国、県、公的支援機関等の 

   企業向け支援情報(補助金、融資制度、専門家派遣等)をデータベース化し、 

   利用目的等から検索することが可能です。 

  (2)会員制のコミュニティコーナー(会費無料)を設け、自社の困りごとや協業の 

   相談等、テーマ別に交流が可能です。 

  (3)コミュニティのメンバーには、支援情報や、セミナー・イベントの開催、 

   情報等をプッシュ型でタイムリーに配信します。 

 

■以下のサイトからご登録お願いいたします。 

 https://shizuoka-sangyousouzoupf.jp/ 

 

■問合せ先：〒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 

      (公財)静岡県産業振興財団  

      企業脱炭素支援センター イノベーション推進部 TEL：054-273-4437 

 

◇ 第 15 回 MaOI セミナー(令和 4 年第 4 回 MaOI

セミナー)開催のご案内    

第 15 回 MaOIセミナーを 3月 13 日に開催致します。 

開催形式は会場＋オンラインで、参加費は無料。 

畜産業や養鶏業に比べると、利用率がまだ十分なレベルとは言えない水産資源。 

水産未利用資源のさらなる有効利用に向けて、水産資源が持つ可能性について、 

一緒に考えてみませんか。 

 

■開催日：2023年 3月 13日(月) 14時 00 分～15時 30 分 

■形 式：ハイブリッド型(会場 50 名様 + オンライン参加のお申込みされた方全員) 

■開 場：ホテルグランヒルズ静岡 4階 クリスタル (静岡市駿河区南町 18-1) 

■テーマ：私たちの‘食’を考える～水産未利用資源の有効利用に向けて～ 

     講  師   東海大学 海洋学部 水産学科 准教授 清水 宗茂 氏 

     講演タイトル「水産未利用資源の有効活動に向けた最近の取り組み」 

 

講師略歴、講演概要については↓から： 

https://maoi-i.jp/news/3537 

 

■スケジュール：13時 30分 開場 

        14時 00分 開会挨拶 

        14時 05分 講演 

        14時 55分 質疑応答 

        15時 05分 閉会挨拶 オンライン配信終了 

        15時 10分 意見交換会(開場のみ) 

        15時 30分 完全退館 

 

■参加お申込みは以下よりお願いします。 

https://qnr.maoi-i.jp/seminar/ 

 

■問合せ：一般財団法人マリンオープンイノベーション機構 

     ※本セミナーに関するお問い合わせは seminar4@maoi-i.jp まで 

 

https://shizuoka-sangyousouzoupf.jp/
https://maoi-i.jp/news/3537
https://qnr.maoi-i.jp/seminar/
mailto:seminar4@maoi-i.jp


                                   

 

◇ B-nest 主催ブレイクスルーセミナー受講者募集の

ご案内  
事業承継に二の足を踏んでいる若者必見！ 

先代(父親)の体調不良を契機に家業の事業承継を経験した 

(株)遊技通信 代表取締役 伊藤實啓氏から「『家業らしさ』と『自分らしさ』を 

どのように実現していったのか」などをテーマにエピソードなどを交えながら、 

事業承継のプロセスをお話しいただきます。 

 

1.日  時：令和 5年 3月 10 日(金) 18：30～20：30 

2.会  場：B-nest静岡市産学交流センター6 階プレゼンテーションルーム 

      「会場参加」と WEB視聴(Zoom)のハイブリッドセミナー 

3.テーマ ：「家業らしさと」と「自分らしさ」の両立 

4.定  員：会場参加 30名 WEB視聴(Zoom) 30名(先着順) 

5.参 加 費：無料 

6.主  催：静岡市産学交流センター創業者育成室 

 

詳しくはこちら：https://www.b-nest.jp/entresemi/22_12.html 

 

◇ 中央会デジタル化セミナー「サイバー攻撃への備

え」開催案内 

コロナ禍でデジタルツールの利用が増えた組合・中小企業の皆様に向けて 

サイバーセキュリティに関するセミナーを下記の通り開催いたします。 

静岡県警察本部より県内で発生したサイバー犯罪の手口が紹介されるほか、 

デジタルツールの利用が避けられない現代で、全社的にセキュリティ対策を 

進めていく方法について解説いたします。皆様ぜひご参加ください。 

  

■日  時：令和 5年 3月 16 日(木) 14:00～16:00 

■会  場：静岡市産学交流センター B-nest 小会議室 

      (静岡市葵区御幸町 3 番地の 21 ペガサート 7階) 

■内  容：第 1部：県内のサイバーセキュリティ情勢と対策について 

          説明者：静岡県警察本部 サイバー犯罪対策課 

              警部補 千須和由匡 氏 

      第 2部：今できる情報セキュリティ対策 

         “プラス・セキュリティ人材”のすすめ 

          説明者：IPA登録セキュリティプレゼンター 池谷隆典 氏 

              (ITコーディネータ/株式会社叢雲堂 代表取締役) 

■対  象：組合役職員・組合員企業の従業員等。 

      組合企業以外の企業でも参加可能です。 

■定  員：会場先着 15名、ZOOM 最大 50名 

■参 加 費：無料 

■申込締切：令和 5年 3月 9 日(木) 

■申込方法：下記 URL またはチラシの QRコードからお申し込みください。 

      〇お申込みフォーム 

       https://forms.gle/5oHQjZMn4bBpDSGE9 

      〇詳細はチラシをご覧ください 

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

sba/MASTER/0010/B3IhZBRL.pdf 

 

■お問い合わせ：〒420-0853 静岡市葵区追手町 44-1 

        静岡県中小企業団体中央会 情報課 佐野/野沢 

        TEL：054-254-1511 FAX：054-255-0673 

 

https://www.b-nest.jp/entresemi/22_12.html
https://forms.gle/5oHQjZMn4bBpDSGE9
https://www.siz-sba.or.jp/cms/files/siz-sba/MASTER/0010/B3IhZBRL.pdf
https://www.siz-sba.or.jp/cms/files/siz-sba/MASTER/0010/B3IhZBRL.pdf


                                   

 

 

 

平素より大変お世話になっております。静岡県 SDGsビジネスアワード事務局です。 

今年度も「静岡県 SDGsビジネスアワード 2022」成果発表会＆表彰式を行います。 

 県を代表する SDGsビジネス企業８団体とつながるチャンスです。 

また来年度のエントリーを考えている方は必見です！ 

 

■開催日時  ：令和 5年 3 月 7 日(火) 13時 15 分～16時 45分(開場:12時 45分) 

■会  場  ：サールナートホール 大ホール(静岡市葵区御幸町 11-14) 

■スケジュール：・13時 15 分～13 時 30分 主催者挨拶、イントロダクション 

        ・13時 30 分～15 時 40分 8団体による成果発表 

                   (1団体:プレゼン 8 分程度) 

        ・15時 40 分～16 時 00分 名刺交換会、県知事賞審査 

        ・16時 10 分～16 時 45分 各賞発表・表彰式、写真撮影 等 

 

■詳細はこちら 

 https://www.shizuoka-sdgs-business-award.com/ceremony 

 

■申込みは以下のフォームから 

 https://ws.formzu.net/fgen/S808045103/ 

 

■問合せ：静岡県 SDGsビジネスアワード事務局 

     TEL：054-252-902 E-mail：award@siz-kankyou.or.jp 

 

◇【必見】「静岡県 SDGs ビジネスアワード 2022」

成果発表会＆表彰式 

https://www.shizuoka-sdgs-business-award.com/ceremony
https://ws.formzu.net/fgen/S808045103/
mailto:award@siz-kankyou.or.jp

