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• 事務局だより 

 

２月行事予定 

 【事務局】 

□令和元年度第 2 回情報渉外委員会 

日 時：2 月 5 日（水） 14:00～ 

会 場：静岡労政会館  

 

□令和元年度第 3 回企画戦略委員会 

日 時：2 月 12 日（水） 15:00～ 

会 場：静岡労政会館  

 

□令和元年度第 2 回起業家支援委員会 

日 時：2 月 19 日（水） 15:30～ 

会 場：静岡労政会館  

 

【東部部会 サロン】 

日 時： 2 月 25 日（水） 18：30～ 

会 場： 三島 本町タワービル（４階） 

内 容： 11 月開催予定のフォーラムに向け、日程の決定及びテーマ等の呼称についての        

              意見交換 

登録料：1,000 円 

【中部部会 サロン】 

日 時：2 月 10 日（月） 18:00～ 

会 場：カフェ TOKAI 

内 容：その痛みの原因を教えます。～筋肉を正しく理解して快適な身体を手にいれよう～  

      講師：あさひ整体院 院長 田辺 英輝 氏 

会 費：1,000 円 

【西部部会 例会】 

日 時： 2 月 27 日（木） 19：00～ 

会 場： B・I 通商 ３階 会議室  

内 容： SNBC 海外視察報告【モロッコ】 

       

       

 

□令和元年度第 4 回理事会 

日 時：3 月 4 日（水） 14:00～16：00 

会 場：静岡県男女共同参画センターあざれあ 5F 特別会議室 

  

  

 

今後の予定 



                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご案内                              ２／10 ページ 

静岡県産業振興財

団からのお知らせ 
「食品バイヤーとの個別商談会 in 藤枝」 

開催のご案内  

静岡県産業振興財団フーズ・サイエンスセンターでは、静岡県内の食品関連事

業者が生産する付加価値の高い魅力ある食品の販路拡大を目指すため、県内外

の食品の卸売・小売業等を展開するバイヤーとの個別商談会を開催します。 

詳しくはこちらhttp://www.fsc-shizuoka.com/info/0227-syoudannkai/ 

 

1.日  時：令和 2年 2月 27 日(木) 10:30～17:00(受付 10:15～) 

2.会  場：Bivi キャン セミナールームほか(藤枝市前島 1-7-10「Bivi」藤枝

内) 

3.内  容：①商談会「午前の部」（10：30～11：40） 「午後の部」（13：30

～17：00） 

      ②名刺交換会 11：50～13：20（参加費：1,000 円 軽食あり） 

      ③相談会 フーズ・サイエンスセンターのコーディネーター・ア

ドバイザー対応 

4.参加バイヤー：スーパー・小売関係・・・・6社 

        卸・商社・・・・・・・・・11 社 

        ※参加バイヤー詳細はフーズ・サイエンスセンターＨＰ参照 

5.参加対象者：静岡縣内の食品製造や販売に関わる事業者（農林漁業者を含

む） 

6.商談時間：１商談につき 20 分 

7.参加費：商談会・相談会は無料 名刺交換会のみ有料：1,000 円 

8.申込締切：令和 2年 2月 6 日(木) 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団  フーズサイエンスセンター 

      TEL：054-254-4513  FAX：054-253-0019 

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

 

「オリーブ健康食セミナー」開催のご案内  

静岡県産業振興財団フーズ・サイエンスセンターでは、健康志向の高まりからオリー

ブオイルを愛好する消費者が増加する中、オリーブの生産者やオリーブを使った新商

品開発を目指す食品加工企業、新メニューの開発を目指す飲食店などを対象に、オリ

ーブの可能性や健康効果などについて、専門家を招いたセミナーを開催します。 

詳しくはこちらhttp://www.fsc-shizuoka.com/info/20200121/ 

 

1.日  時：令和 2年 2月 5 日(水) 13：00～16：00 

2.会  場：ホテルセンチュリー静岡 4階 クリスタル(静岡市駿河区南町 18-1) 

3.対 象 者：オリーブ生産者、食品加工企業、飲食店等関係者など 

4.定  員：70 名(参加費無料) 

5.講  演：株式会社 CREA FARM 代表取締役 西村やす子 氏 

      筑波大学 生命環境系 教授 宮崎 均 氏 

      「オリーブの健康効果とこれからの可能性」 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団  フーズ・サイエンスセンター 

      TEL：054-254-4513 FAX：054-253-0019 

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

 

http://www.fsc-shizuoka.com/info/0227-syoudannkai/
mailto:newdoods@ric-shizuoka.or.jp
http://www.fsc-shizuoka.com/info/20200121/
mailto:newdoods@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「パナソニック(株)の技術シーズを紹介する 

知的財産マッチング会」のご案内(再掲)                   

静岡県産業振興財団ではパナソニック㈱が保有する技術シーズとなる特許技術を

紹介する知的財産マッチング会を開催します。中小企業の方が利用しやすいよう

に SDK（ソフトウェア開発キット）／API（アプリケーションプログラムインター

フェイス）開発を実施したソフトウェア等です。技術課題解決や新製品開発等の

新たな事業展開に活用してください。 

詳細はhttp://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_613.html 

 

＜ 概 要 ＞ 

日 時：令和２年２月 25日（火） 13：30～17：00 

会 場：アクトシティ浜松 研修交流センター 52研修交流室 

内 容：技術シーズ説明会＜13：00～15：00＞ 

個別相談会   ＜15：00～17：00＞ 

対 象：県内中小企業 30社程度 （個別相談は４社程度） 

参加費：無料 

 

＜ 技術シーズ ＞ 

１－１ 生体か否かを見極める 「生体判定技術」 

１－２ 世界初の瞳孔径マルチテンプレート方式による 「虹彩認証技術」 

１－３ 会話から「怒り」「喜び」「平静」をリアルタイムに分析する  

    「音声感情認識 AI技術」 

１－４ 視線方向や視線位置を検出できる 「視線検出技術」 

１－５ 生体検知や生体情報を取得できる 「近赤外生体センシング技術」 

１－６ 伸縮自在の 「ストレッチャブル LEDディスプレイ」 

１－７ 薬剤フリーで安全、高い殺菌力を持つ改良水を生成する 「水中プラズ

マ技術」 

１－８ 薬剤不要でメンテナンスフリーな循環型 「光触媒水浄化技術」 

１－９ 空気中の病原菌を補足・検出し病原菌の発生を予測する 「植物病原菌

の検出技術」 

１－10 10 人同時にしゃべっても聞き分ける 「音声議事録技術」 

１－11 魚を加工しないままで短時間に新鮮さを測定できる 「鮮度推定技術」 

 

【問い合わせ先】公益財団法人静岡県産業振興財団 革新企業支援チーム 石山 

        TEL：054-273-4434  MAIL：chizai@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（ものづくり補助金

等）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  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/news/news_613.html
mailto:chizai@ric-shizuoka.or.jp
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-030e/chiikimirai.html
mailto:joho@ric-shizuoka.or.jp


                                   

「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、このたび、ホームページを開設しましたので、お知らせします。 

 なお、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。 

 

【Ｈ   Ｐ】静岡県プッシュ型事業承継支援高度化事業ホームページ 

       ＵＲＬ 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 企画・創業支援チーム 

      TEL：054-254-4511 E-mail：yamazaki@ric-shizuoka.or.jp 

 

「メディカルショージャパン&ビジネスエキスポ 

2020 医療用機能・要素部品パビリオン」 

出展のご案内  

静岡県とふじのくに医療城下町推進機構ファルマバレーセンターでは、医療健康産業

への参入支援、販路開拓を目的として、一般社団法人日本医療機器工業会のご協力の

もと、「第 95 回日本医療機器学会大会併設機器展示会 メディカルショージャパン＆

ビジネスエキスポ 2020（パシフフィコ横浜）」に設置される大型パビリオン「医療用

機能・要素部品パビリオン」へ出展する県内中小企業を募集します。 

 詳しくはこちら 

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-580/pharma/2020pavilion.html 

 

1.日  時：令和 2年 6月 11 日(木) 13：00～17：30 

          6月 12 日(金) 10：00～17：30 

          6月 13 日(土) 10：00～16：00 

2.会  場：パシフィコ横浜ノース 1F「多目的ホール」 

      (神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-2） 

3.申込方法：出展申込書及び追加資料に必要事項を御記入の上、FAX または E メール

にて受付 

宛 先：公益財団法人ふじのくに医療城下町推進機構ファルマバレーセンター 

       FAX：055-980-6320  E-mail：jigyo@fuji-pvc.jp 

       メール件名：「メディカルショージャパン 2020 出展申込」 

4.申込締切：令和 2年 2月 28 日(金) 

5.出 展 料：１展示台 150,000 円（税込） 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/push-shoukei/
mailto:yamazaki@ric-shizuoka.or.jp
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-580/pharma/2020pavilion.html
mailto:jigyo@fuji-pvc.jp


                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問合せ先】○申込について 

       （公財）ふじのくに医療城下町推進機構ファルマバレーセンター 

       担当：稲葉 大典 TEL：055-980-6333 

      ○展示会について 静岡県経済産業部新産業集積課 

       担当：中島 大介 TEL：054-221-3646 

 

「中小企業向けＳＤＧｓアクションセミナー」 

開催のご案内   

静岡県政策推進

局からのお知らせ 

 

 

静岡県では、ＳＤＧｓに関するセミナーを開催します。社会全体での SDGs の目標

達成に向けて、多様な主体の参画が求められる中、中小企業の SDGs 認知度は限定

的であると指摘されています。 

こういった状況を踏まえ、静岡県では、県内企業の 99.8％を占める中小企業への

SDGs の普及を促進するため、中小企業経営者等を対象とした SDGs セミナーを下記

のとおり開催します。 

 本セミナーでは、「SDGｓの概要」「企業にとってのビジネスチャンスとリス

ク」「取組方法」「取組事例」等をわかりやすくお伝えします。 

 詳しくはこちら 

https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-030/sdgs/2020sdgs.html 

 

1.日   時：令和 2 年 2月 17 日(月) 13：30～16：30 

2.会   場：プラサヴェルデ 301・302会議室（沼津市大手町 1-1-4） 

3.内   容：基調講演「中小企業の持続可能な成長のための SDGsの取組」 

       講師 三井住友海上経営サポートセンター 五十嵐 朋人 氏 

       先進事例 ① 株式会社 大井川茶園(焼津市)  

            ② 日興美術株式会社(静岡市） 

 

【問合せ先】静岡県 政策推進局 総合政策課 

      TEL：054-221-3518 FAX：054-221-2750 

      E-mailsogo_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp 

「ヘルスケア・介護ビジネス アジア地域展開セミナ

ー」開催のご案内 

静岡県国際経済

振興会からのお

知らせ 

静岡県国際経済振興会では、ヘルスケア・介護ビジネス分野におけるアジア地域展開 

セミナーを開催します。本セミナーでは、アジアにおける高齢者ケアをめぐる動向や現

状、課題などについて、大学の講師と JETRO の専門家に解説いただきます。また、JICA

事業を活用し実際に現地でビジネスを展開する企業の事例等をご紹介いただきます。 

 詳しくはこちらhttp://www.siba.or.jp/news/events/betonamu.html 

 

1.日   時：令和 2 年 2月 13 日(木) 13：30～16：00（開場 13：00） 

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

       （静岡市葵区御幸町 3-21） 

3.参 加 費：無料 

         JICA中部 連携推進課 課長補佐 青木 信彦 氏 

         インフィック株式会社 代表取締役社長 増田 正寿 氏 

         羽立工業株式会社 ウェルネス事業部 部長 松浦 伸行 氏 

       

 

      

 

https://www.pref.shizuoka.jp/kikaku/ki-030/sdgs/2020sdgs.html
mailto:E-mailsogo_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp
http://www.siba.or.jp/news/events/betonamu.html


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.内   容：1) 中国・東南アジア地域における高齢者ケアをめぐる動向 

         静岡県立大学短期大学部 社会福祉学科 会議福祉専攻 講師 

         天野 ゆかり 氏 

       2) アジアにおける高齢者ケア、ヘルスケアビジネスの現状と課題 

         JETRO東京本部 海外市場開拓課 課長代理 藤本 勉 氏 

       3) 県内企業の事例紹介  

         ～JICA事業を活用したヘルスケアビジネスの海外展開～ 

        JICA 中部 連携推進課 課長補佐 青木 信彦 氏 

         インフィック株式会社 代表取締役社長 増田 正寿 氏 

         羽立工業株式会社 ウェルネス事業部 部長 松浦 伸行 氏 

       4) 質疑応答 

5.定   員：50 名（定員を超えてお申込みがあった場合、SIBA より連絡いたしま

す） 

6.申込締切り：令和 2 年 2月 12 日(水) 

 

【問合せ先】公益社団法人静岡県国際経済振興会 担当：上原 

      TEL：054-254-5161  FAX：054-251-1918 

      E-mail：uehara@siba.or.jp 

 

 
「令和元年度 海外事業展開講座(沼津・静岡会

場)」参加者募集のご案内(再掲)  

静岡県国際経済振興会(ＳＩＢＡ)では、県内企業の海外赴任予定者や海外部門担当者

等 

を対象に、現地のビジネス事情などを学ぶための講座を開催します。 

詳しくはこちらhttp://www.siba.or.jp/course/ 

 

1.対象国：タイ、ベトナム、中国、インドネシア（沼津会場はタイ、ベトナムのみ） 

2.内 容：①現地事情 ②会計・税務 ③人事・労務管理 ④危機管理 の 4コマ 

3.日 程：【沼津会場：沼津商工会議所会館（沼津市米山町 6-5）】 

        タ  イ：2/4（火、午前午後）、2/5（水、午前） 

        ベトナム：2/5（水、午後）、2/6（木、午前午後） 

        危機管理（２ヵ国合同）2/7（金、午後） 

        ※各国とも以下３コマの講義を 1.5日間で実施 

         ①現地事情 ②会計・税務 ③人事・労務管理 

          午前：9：30～12：30 午後：13：30～16：30 

        ※危機管理の１コマのみ別日に２ヵ国合同で開催 

     【静岡会場：静岡県産業経済会館（静岡市葵区追手町 44-1）】 

        タ  イ：2/12（水、午前午後）、2/13（木、午前） 

        ベトナム：2/13（木、午後）、2/14（金、午前午後） 

        中  国：2/18（火、午前午後）、2/19（水、午前） 

        インドネシア：2/19（水、午後）、2/20（木、午前午後） 

        危機管理（４ヵ国合同）2/25（火、午後） 

        ※各国とも以下３コマの講義を 1.5日間で実施 

         ①現地事情 ②会計・税務 ③人事・労務管理 

          午前：9：30～12：30 午後：13：30～16：30 

        ※危機管理の１コマのみ別日に４ヵ国合同で開催 

4.対象者：海外赴任予定者、本社サポート部門、対象国へのビジネス展開を検討され

ている方、その他対象国へ興味がある方など 

 

 

mailto:uehara@siba.or.jp
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静岡県発明協会

からのお知らせ 

「パテント部会 2 月定例会」のご案内 

静岡県発明協会では、知的財産権関連実務の向上を目的として、会員による事例発表

や弁理士等による実務講演会並びに工場見学会等を 開催し、知的財産権に関わる実務

研磨に努めています。 

 知的財産に関する仕事の悩みを 1 人で抱えず、一緒に勉強・解決していきましょ

う。 

 初回は参加費無料ですので、是非この機会にご参加くださいますようご案内申し上

げます。 

 詳しくはこちら 

https://shizuoka-ipc.gr.jp/mailmagazine/wp-

content/uploads/sites/9/2020/01/patentbukai202002.pdf 

 

1.日  時：令和 2年 2月 21 日(金)? 13:30～16:30 

2.内  容：『インド知財セミナー』 

3.定  員：60 名 先着順（定員になり次第締切） 

4.申込期限：令和 2年 2月 18 日(火)必着 

 

【問合せ先】一般社団法人静岡県発明協会 パテント部会 

      TEL：054-254-7575 FAX：054-254-7663 

      E-mail: support@shizuoka-ipc.gr.jp 

      ＨＰ：https://shizuoka-ipc.gr.jp/patent/2020/3394/ 

 

沼津工業高等専

門学校からのお

知らせ 

「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プロ

グラム（F-met）」 

令和２年度受講者募集について      

6.講 師：海外職業訓練協会国際アドバイザー、海外危機管理コンサルタント等 

7.受講料：1 ヵ国（全 4コマ）5,000 円 

8.定 員：各コース 20人程度 

 

【問合せ先】公益社団法人静岡県国際経済振興会 担当：上原 

      TEL：054-254-5161 FAX：054-251-1918 E-mail：uehara@siba.or.jp 

 

https://shizuoka-ipc.gr.jp/mailmagazine/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/patentbukai202002.pdf
https://shizuoka-ipc.gr.jp/mailmagazine/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/patentbukai202002.pdf
mailto:support@shizuoka-ipc.gr.jp
https://shizuoka-ipc.gr.jp/patent/2020/3394/
mailto:uehara@siba.or.jp


                                   

沼津工業高等専門学校では、県内の医用機器開発を目指す中小企業の人材養成

を目的に、社会人対象の「富士山麓医用機器開発エンジニア養成プログラム

【F-met】」を開講しています。医用機器開発に必要な関係法規、医用材料・

機器等の知識、技術経営等を学びます。 

 詳しくはこちらhttp://f-met.numazu-ct.ac.jp/boshu.html 

 

1.開講期間：令和 2年 4月 11 日(土)～令和 3年 2月 27 日(土) 

2.募集期間：令和元年 11月 27 日(水)～令和 2年 2月 7日(金) 

3.受講費用：62,900 円（1年間：全 24 回） 

4.認定機関等：・「医療機器総括製造販売責任者及び責任技術者に対する認定

講習」申請予定 

       ・文部科学省「職業実践力育成プログラム（BP）」 

       ・厚生労働省「専門実践教育訓練講座」 

 

【問合せ先】沼津工業高等専門学校 総務課研究支援係(沼津市大岡 3600) 

      TEL：055-926-5727 E-mail: kenkyu@numazu-ct.ac.jp 

 

沼津信用金庫から

のお知らせ 
「ベトナムビジネスセミナー」開催のご案内  

沼津信用金庫では、中小企業のベトナム進出とベトナム人材の活用をサポートす

る各方面の講師を招き、海外展開をはじめ自国での外国人材の活用を検討する中

小企業を対象としたセミナーを開催します。 

 詳しくはこちらhttps://www.numashin.co.jp/jigyo/ 

 

1.日  時：令和 2年 2月 21 日(金) 13：30～17：00 (受付 13：10～) 

2.場  所：沼津信用金庫 本店 4階ホール北側 (沼津市大手町 5-6-10) 

3.参 加 費：無料 

4.参加対象：中小企業、支援機関など 

5.定  員：30 名 

 

【問合せ先】沼津信用金庫 経営支援部経営支援課 (沼津市上土町 3 沼津トラス

トビル) 

TEL：055-962-6767  FAX：055-955-7375 E-mail: keiei@numashin.co.jp 

 

全国中小企業振興機

関協会からのお知ら

せ 

「2019 年度下請セミナー(後期)実施」のご案内  

全国中小企業振興機関協会では、資材、購買、調達等の外注取引業務を担当されて日

の 

浅い方、あるいは、初めて担当された方、担当される予定の方や下請法を学びたい

方、下 

請法について改めて理解を深めたい方などを対象に下請法の概要、親事業者・下請事

業者 

の定義、取引の内容、親事業者の４つの義務及び１１の禁止事項等を分かりやすく解

説し 

ます。 

 詳しくはこちらhttp://www.zenkyo.or.jp/seminar/orijinal_jitumu.htm 

 

http://f-met.numazu-ct.ac.jp/boshu.html
mailto:kenkyu@numazu-ct.ac.jp
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 1.日 時：2020年 2月 21日（金） 日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋 2‐6‐2) 

     2020 年 3 月 6 日（金） 名古屋企業福祉会館(名古屋市中区大須 2-19-

36) 

     2020年 3月 16日（月） 日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋 2‐6‐2) 

     2020年 3月 27日（金） エル・おおさか(大阪市中央区北浜東 3-14) 

     ※各会場 定員 100 名 

2.受講料：12,600 円(税込) 

 

【問合せ先】公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 下請法セミナー係 

      TEL：03-5541-6688 FAX：03-5541-6680  

 

全日本化学技術

協会からのお知ら

せ 

「医療・ヘルスケア産業の加速に向けたボーダ

レス・エコシステムの形成 in 川崎」のご案内    

全日本科学技術協会では、医療・ヘルスケア産業の戦略的先端エリア川崎市殿町にお

い 

て、医療・医工連携に関連する国立研究開発法人、全国の自治体、企業および大学等

の産 

学連携従事者を対象に、産学官の専門家を招いたシンポジウムを開催致します。医療

分野 

のボーダレスなネットワークやエコシステムについて理解を深めるとともに、創薬と

医療 

機器開発における産学のアプローチの課題を認識し、解決を模索していきます。 

 詳しくはこちらhttps://www.jarec.or.jp/tonomachi_symposium/ 

 

1.日 時：令和 2年 2 月 5日（水）13:15～18:30 基調講演・府省庁講演 

                     18:30～20:30 意見交換会 

     令和 2年 2 月 6日（木） 9:30～15:00 ワークショップ・施設見学 

2.場 所：川崎生命科学・環境研究センター LiSE（ライズ）大会議室 

     (神奈川県川崎市川崎区殿町 3-25-13) 

3.受講料：無料 ※ 意見交換会は会費 3,000円（当日） 

4.定 員：100名（定員に達した時点で〆切） 

 

【問合せ先】公益財団法人 全日本科学技術協会 JAREC 研修事務局 

      (担当：鈴木・中�魁・・ｷ) 

      TEL：03-3831-5911 FAX：03-3831-7702 

      E-mail: seisaku2019@jarec.or.jp 

 
静岡県経済産業部

からのお知らせ 「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/h17-2bosyuu.html 

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 

 

 

https://www.jarec.or.jp/tonomachi_symposium/
mailto:seisaku2019@jarec.or.jp
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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 

 
 

「第 18 回しずおかビジネスプランコンテス

ト最終審査会」のご案内(再掲)      

静岡市産学交流センターでは、第 18 回しずおかビジネスプランコンテストの応募を

募り、 

一般、学生あわせて計 80 件の応募の中、最終まで残ったビジネスプランの最終審査

会を開 

催します。 

 プレゼンの聴講も交流会も参加費は無料です。静岡を盛り上げるプランの数々。学

生、 

起業家の皆さんの渾身の力を込めたプレゼンテーションを是非ご覧ください！ 

 詳しくはこちらhttps://www.b-nest.jp/bizcon/default.html 

 

1.日 時：令和 2年 2 月 18 日(火) 13:00（受付 12：30～、交流会 17：10～） 

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 

3.参加費：無料 

 

【問合せ先】B-nest静岡市産学交流センター 創業者育成室 

      TEL：054-653-8800  FAX：054-653-8801             

 

 

静岡市産学交流セ

ンターからのお知

らせ 

mailto:ssr@pref.shizuoka.lg.jp
https://www.b-nest.jp/bizcon/default.html


                                   

  

 
 

住所 

〒420-0034 

静岡市葵区常磐町 2-6-8 

TOKAI ビル 8F 

 
TEL 

054-273-4835 
 

FAX 
054-653-4988 

 
E-MAIL 

office-nb@snbc.or.jp 
 

当協議会 Web サイト 

URL 

http://www.snbc.or.jp 

 

事務局だより 

SNBC NEWS 2 月 

 

年明けの慌しい時期も過ぎ去り、本年度の決算、来年度の事業計画に向けて忙し

い時期に入りました。1 月の事務局の動きについて報告します。 

 

□ 7 日（火）知事等への年頭挨拶(県庁) 9:00～9：40 

鴇田会長以下 6 名で川勝知事、難波副知事、吉林副知事、天野経済産業部長、杉

山商工業局長を年頭あいさつのため、訪問しました。知事初め各副知事に対し、当協議

会の存在感を示し、新年が明るくスタートしたという強い想いで県庁を後にしました。 

 

□ 15 日(水) JNB 賀詞交歓会（東京）16 時～18 時 

 東京「ホテルオークラ」で開催され、今回は JNB の池田弘会長の旭日重光章受賞祝

会と併せて開催されました 

賀詞交歓会に参加された方々には、お忙しい中、出席していただき誠にありがとうござ

いました。 

 

□ 16 日(木)18：00～ 東部サロン みしま未来研究所 

2020 静岡県ビジネスフォーラムの開催場所や内容について検討を行いました。 

 

□ 20 日(月) 中部サロン（グランディエールブケトーカイ) 18 時～ 

講師を日本電気（株）デジタルヘルスケアー事業開発室 森田健室長様にお願い

し、『 

Degital inclusion～デジタルのチカラで、一人ひとりが輝く社会へ～』をテーマにご

講演いただきました。 

NEC ではデジタルテクノロジーによって、様々な課題を解決し、人々がいきいきと生

活できるようにするために取り組んでおり、顔認証システムをホテルのチェックイン

や 

商店での買い物等まで活用して、現金やカード等を持たずに決済する実証実験や、

AI を活用した内視鏡診断サポートシステムを映像をみながらわかりやすく説明して

いただきました。 

また、多様化するニーズに対応できるよう、固定化している意識・環境を変えるよう、

社内風土を改善する取組みを行っているそうです。 

 
 

西部サロン 未開催 
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