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３月行事予定 

  

【東部部会 サロン】 

日 時：3 月 24 日（火） 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、テーマ決定及びパネラー選定 

登録料：1,000 円 

 

【中部部会 サロン】 

 3 月はなし 

【西部部会 例会】 

日 時： ３月 26 日（木） 19：00～ 

会 場： B・I 通商 ３階 会議室  

内 容： 調整中       

       

 

 

 



                                   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご案内                              ２／5 ページ 

静岡県産業振興財

団からのお知らせ 
「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）」を実施しております。 

 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。 

  

詳しくはこちら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 

 

「フーズ・ヘルスケアオープンイノベーショ

ンプロジェクト第１次戦略計画（案）のパブ

リックコメント」実施について   

静岡県は、これまで機能性表示食品の製品開発支援など、科学的根拠に基づく食の

高付加価値化を図り食関連産業の振興に取り組むフーズ・サイエンスヒルズプロジェ

クトをすすめてきました。次期戦略計画の策定のため戦略検討委員会にて検討した結

果、産業振興の視点に加え、県民の健康支援の視点から、データによるヘルスケア

（フレイル対策等）などの取組を、新たに計画の柱に盛り込むこととし、プロジェク

トを一段上のステージへと導いていくことにしました。 

新たなプロジェクトの名称は「フーズ・ヘルスケアオープンイノベーションプロジ

ェクト」です。 

この実施計画として、第１次戦略計画を策定します。このたび、戦略計画案がまと

まりましたので県民の皆様から広く御意見を募集します。 

 

詳しくはこちら 

http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_sosiki/A4AEC90D2B1A03E8492585

0D0083340B 

 
 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/push-shoukei/
mailto:yamazaki@ric-shizuoka.or.jp
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_sosiki/A4AEC90D2B1A03E84925850D0083340B
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/pc_sosiki/A4AEC90D2B1A03E84925850D0083340B


                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.閲覧方法：(1)上記アドレスから閲覧（静岡県ホームページ） 

      (2)県窓口での閲覧 

        ・県民サービスセンター（県庁東館２階）] 

        ・各財務事務所及び西部農林事務所天竜農林局 

 

2.募集期間：令和 2年 3月 10 日(火)まで 

 

3.応募方法：持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールのいずれかの方法で意見

書（様式自由）を提出してください。なお、いただいた御意見の内

容について照会する場合がありますので、意見書には氏名、住所、

連絡先（電話番号等）を明記してください。 

 

4.提 出 先：(1)持参又は郵送の場合 

        〒 420-8601 静岡市葵区追手町９番６号 

        静岡県経済産業部新産業集積課（県庁東館７階） 

      (2)ファクシミリの場合 

        054-221-3615 

      (3)電子メールの場合 

        E58trc@pref.shizuoka.lg.jp 

 

5.そ の 他：・いただいた御意見については、類似するものをまとめた上で、御

意見に対する県の考え方を県ホームページにてお示しします。 

      ・個別の回答はいたしませんので、御了承ください。 

      ・御持参くださる場合、土・日、祝日は受付けておりませんので御

注意ください。また、お電話での御意見は御遠慮ください。 

      ・意見をお寄せいただいた方の氏名、住所等は公表いたしません。 

 

【問合せ先】静岡県経済産業部 産業革新局新産業集積課 新産業集積班 

      TEL :054-221-3588 

 

「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 

 

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 

 

 

mailto:E58trc@pref.shizuoka.lg.jp
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510e/h17-2bosyuu.html
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「静岡県工業技術研究所 研究発表会を開催」 

静岡県経済産業部

からのお知らせ 

令和元年度に実施した研究成果や技術相談の事例等を発表します 

 AI・IoTの専門家による特別講演も実施します 

●日時：令和 2 年 3月 13日（金） 

       9時 30分～17 時 00 分（受付開始 9 時 00分） 

●会場：静岡県工業技術研究所（静岡市葵区牧ヶ谷 2078） 

  https://www.iri.pref.shizuoka.jp/ 

○静岡県工業技術研究所 

○電話：054-278-3028 

 

新たな取組に挑戦する小規模企業を応援しま

す！ 

県内の小規模企業を対象に「新たな需要の開拓」又は「生産性の向上」を目指 

 して行う工夫・改善による新たな取組に対し、最大 50 万円助成します。 

 

●募集期間 1次 令和 2年 4月 10日（金）～5月 29 日（金） 

      2次 令和 2年 8月 3 日（月）～9月 10日（木） 

 

●申請・問合せ先 最寄の商工会・商工会議所 

 

  http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/keieiryokukoujou-hojo.html 

 

○経済産業部商工業局経営支援課 

○電話：054-221-2806 

 

富士山静岡空港ビジネスサポートキャンペー

ンの御案内 

企業の皆様がお得に富士山静岡空港を御利用いただける支援制度があります。 

 入会金年会費無料。最大で 8,000 円キャッシュバック。ぜひ御活用ください！ 

 

●締切：令和 2 年 3月 31日（火） 

 

  http://www.fs-airport.com 

 

○文化・観光部空港振興局空港振興課（富士山静岡空港利用促進協議会） 

○電話：054-221-2230（054-252-8161） 

 

https://www.iri.pref.shizuoka.jp/
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/keieiryokukoujou-hojo.html
http://www.fs-airport.com/


                                   

農業女性ネットワーク全体研修会・交流会 

のご案内 

（株）カクト・ロコの野末信子氏から、女性活躍の優良事例について講演 

 交流会では、農業女性や農業に興味のある女性らが集まり情報交換を開催 

 

●日時：令和 2 年 3月 6日（金）午後 0時 50 分～3時 00 分 

 

●会場：静岡県男女共同参画センターあざれあ 2 階大会議室 

 

●締切：令和 2 年 3月 4日（水） 

 

  http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/nougyo/network.html 

 

○経済産業部農業局農業ビジネス課 

○電話：054-221-2754 

 

経営革新補助金の募集を行います！ 

県の経営革新計画の承認を受けた事業者が行う、「新商品等開発」「販路開拓」 

 「生産性向上」の取組を支援する経営革新補助金の募集を行います。 

 

＜新商品等開発＞ 

●募集期間 令和 2年 4月 1 日（水）～4月 17日（金） 

 

＜販路開拓・生産性向上＞ 

●募集期間 令和 2年 4月 23 日（木）～5 月 15日（金） 

 

  http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/hojyojigyou.html 

○経済産業部商工業局経営支援課 

○電話：054-221-2526 

 

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/nougyo/network.html
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-550/hojyojigyou.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 3 月 

 

早いもので 3 月を迎え、令和元年度も残り 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。 

 

□ 5 日 (水）15:00～16：30 第 2 回情報渉外委員会(静岡労政会館 会議室) 

曽根総括副会長の挨拶の後、曽根総括副会長による議事進行で行われた。 

議 題 

１ 令和元年度事業の進捗状況について 

 ・ 事務局から説明。計画どおり実施されている。 

 

２ 令和 2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。 

 

３ 海外視察研修について 

  (1) 視察候補地 

１．海外視察候補地 

① イスラエル 

   科学分野の研究は世界最先端とされており、ハイテク産業や IT 産業が成長し

ており「中東のシリコンバレー」と呼ばれている。 

 ➁ アイスランド 

   経済破綻から V 字回復。気候変動による北極圏の現状と地熱発電などの環

境政策が注目される。 

 ③ アイルランド 

   多くのグローバル企業が進出し拠点を置いており、英語圏であり若い労働力

が確保できる好条件を背景に各国の投資を集める。 

 

  (2) 時期 10 月頃 

  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 2 年度第 1 回同委員会の開催日は、4 月 15 日(水)14：00～あざれあ第 1

会議室において開催予定。 

 

□ 12日 (水）15：00～16：50 第 3 回企画戦略委員会(静岡労政会館 会議室) 

  曽根総括副会長の挨拶、古谷委員長の議事進行の下に進められた。 
  議 題  

 1 令和元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」により事務局から計画ど

おり実施できた旨の報告がされた。 

 

２ 令和 2年度事業計画(案)･予算(案)の策定について 

  提出資料「令和 2 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 2 年度決算見込額を提示、令和 2 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。 
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 ３ 「2020 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 2 年 11 月 26 日（木） 

(2) 会 場 三嶋大社、みしまプラザホテル 

(3）テーマ 富士・箱根・伊豆の観光ビジネス(仮題) 

       国立遺伝研究所名誉教授の五条堀孝氏を基調講演の講師及びパネルディス

カッションのパネラーとして招くこととし、他観光産業もパネルデイスカッショ

ンに招聘する。 

(4) 当日の日程等  今後詰めていく 

 

４ 「第 29回静岡県ニュービジネス大賞」の進め方・日程等について 

○ 平成 31年度の日程  

   ・募集期間 6月 1日～8 月 31日      

  ・書類審査 9月 24日 

・第一次ヒヤリング 10月 13日     

・第二次ヒヤリング 11月 26日（木）(フォーラム当日午前中) 

※委員から、一次ヒアリングについて若い起業家や学生たちに非常に

ためになるので、聴講できる工夫が必要との意見があった。  

 

□ 19日(水)15：30～16：55 第 2回起業家支援委員会 静岡労政会館 会議室 

１ 令和元年度事業の進捗状況について 

 

・ 事務局から説明。一部参加者が少なく中止した事業があることを報告した。 

 

２ 令和 2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 

    当該年度は試行として西部地区の私立浜松学芸中学・高校で実施した。好評であ

り、令和 2年度は他地区でも実施していく。 

 

その他各地区のサロンの開催状況です。 

 

□10日(月) 18:00～19:30   中部サロン トーカイビル 1 階カフェ 

講師 あさひ整体院 院長 田辺 英輝氏 

テーマ「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～」 

 ・予約を取るのが難しいといわれるほどの人気のあさひ整体院院長の田辺様から、

「頭痛」「肩こり」「腰痛」「膝の痛み」の痛みなどに効く、正しいストレッチ方法について

ご講義いただきました。 

 

□25 日(火)18：30～20：00 東部サロン 三島 本町タワービル 

・2020静岡県ニュービジネスフォーラム in東部の開催概要の検討を行いました。 

 

□27(木)19：00～20：30 西部サロン B.I.通商 3F 研修室 

 講師 (株)総合ビジネスブレイン・道 代表取締役 原田 道子氏 

 テーマ「モロッコに行ってびっくり！」 

 ・海外視察研修で訪れたモロッコの産業施策等の現状についてご講義いただきました。 

 

 
 


