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静岡県産業振興財

団からのお知らせ 

「下請取引適正化推進講習会」の開催に

ついて 

静岡県産業振興財団では、親事業者と下請事業者との取引の適正化を一層推進

するため、下請代金支払遅延等防止法をはじめとする関係法令についての認識

を深めていただくことを目的として、標記講習会を開催します。親事業者の資

材・購買等の業務担当の皆様、また、下請事業者の皆様にも下請取引トラブル

防止の為、受講をおすすめします。 

 

詳しくはこちら： http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_634.html 

 

1.日時・会場：(1)静岡会場 令和 2年 9 月 28日(月) 13:30～16:00 

              静岡県産業経済会館（静岡市葵区追手町 44-1） 

              3階「大会議室」 

       (2)富士会場 令和 2年 10月 6日(火) 13:30～16:00 

              富士商工会議所（富士市瓜島町 82） 

4 階「大会議室」 

       (3)浜松会場  令和 2年 10月 7日(水) 13:30～16:00 

              グランドホテル浜松（浜松市中区東伊場 1-3-1）

2 階「鳳東」 

2.内   容：〇下請代金支払遅延等防止法のポイント 

       〇個別相談 

3.募集人数 ：各会場ともに 40 名 

 

【問合せ先】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 FAX : 054-251-3024 

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

 

「静岡県受発注企業合同商談会」の発注企

業募集について 

静岡県産業振興財団では、発注企業の資材・購買担当者、製品開発・企画担当者様向

けに、新規外注企業探し・将来的なパートナー探しの場として、受発注企業合同商談

会を開催いたします。 

なお、今回の商談会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、小規模での開催と

なります。 

 

詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_632.html 

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_634.html
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
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静岡県産業振興財団では、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、基礎と

なる出願と同内容の外国出願にかかる経費の一部を補助します。 

 

詳しくはこちら：www.ric-shizuoka.or.jp/gaikokushutsugan/ 

 

1.対 象 者：静岡県内に事業所を有する「中小企業者（法人及び事業を営む個

人）」または「それらの中小企業で構成されるグループ」 

      （地域団体商標に係る外国特許庁等への商標出願については、 

      事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含みます。） 

      ※みなし大企業は除く 

2.対象出願：特許、実用新案、意匠及び商標（冒認対策商標を含む）の外国出願

で、既に日本国特許庁に行っている出願と同一内容の外国出願であ

ること。 

3.対象経費：・外国特許庁への出願に要する経費 

      ・外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 

      ・外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 

      ・外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 等 

4.対象期間：交付決定日から令和２年１２月３１日までに出願を完了するもの 

5.補 助 率：2分の 1以内 

6.上 限 額：１企業に対する上限額：複数案件の場合 ３００万円 

      １出願に対する上限額：特許出願    １５０万円 

                 実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標

登録出願    ６０万円 

                 冒認対策商標  ３０万円 

7.募集期間：令和 2年 6月 12 日(金) 17時必着 

      （令和 2 年 6 月 5 日（金）までに必ず事前相談を受けてくださ

い。） 

 

【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 

 

「中小企業等海外出願・侵害対策支援事

業補助金(外国出願支援補助金)」 

募集開始について  

1.日時・会場：令和 2 年 10 月 23日(金) 13:00～16:30 

       富士商工会議所（富士市瓜島町 82）4階「大会議室」 

2.募 集 数：10社（先着順）※受注企業は 50社程度を参集する予定 

3.参 加 費：無料 

4.実施方法 ：選定企業との個別面談方式 ※自由面談は実施いたしません 

 

【問合せ先】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 FAX : 054-251-3024 

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

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/gaikokushutsugan/
mailto:joho@ric-shizuoka.or.jp
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「地域創生起業支援金」の募集について

(再掲) 

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に対して、起業に必要な経費の一部を補助

します。 

 

詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/shienkin 

 

1.補助対象者：以下の(1)から(5)の要件をすべて満たす者。 

       (1)本事業の公募開始日以降、補助事業期間完了日までに起業す

る者。 

       (2)静岡県内に居住、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者。 

       (3)法人の登記又は個人事業の開業届出を静岡県内で行う者。 

       (4)法令順守上の問題を抱えていない者であること。 

       (5)申請を行う者又は設立される法人の役員等が暴力団等の反社

会的勢力又は反社会的勢力との関係を有していない者である

こと。 

2.対象事業 ：(1)地域課題の解決を目的とした新たな社会的事業であること 

       (2)静岡県内で実施する事業であること 

       (3)本事業の公募開始日以降、本事業の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 

              (4)許認可が必要な事業については、令和 3 年 2 月 15 日(月)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性化等に関する法律 

（昭和 23年法律 

         第 121号）第 2 条において規定する風俗営業等）でないこと 

3.補助期間 ：交付決定日から令和 2年 12月 31 日(木)まで 

4.補助率等 ：補助率は補助対象経費の 1/2以内、上限額 200 万円 

5.募集期間 ：令和 2 年 5月 1日(金)～令和 2年 6月 10 日(水)(当日必着） 

6.対象経費 ：直接人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権

等関連経費、委託費、謝金、旅費、外注費、マーケティング調査

費、広報費 

 

【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 FAX：054-251-3024 

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

 

新規事業「機能性表示食品等研究開発推進事

業助成金」の募集について(再掲) 
 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/shienkin
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新規事業「加工食品輸出スタートアップ支援事業

助成金」の募集について(再掲) 

 

静岡県産業振興財団では、本年度より県内の中小企業者による加工食品の海外市

場への輸出促進を支援するため、海外向け商品開発及び販路開拓・拡大の取組を

行う中小企業者に対し、助成をする「加工食品輸出スタートアップ支援事業」を

実施します。 

 

詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_629.html 

 

1.対  象  事  業 ：加工食品の海外販路開拓・拡大を目的とした、海外で開

催される展示会や商談会等への出展又は参加 

2.助  成  期  間 ：交付決定日(令和 2年 6月中旬頃）～令和 3 年 1月 20日 

3.助成率・助成限度額：助成対象経費の 3/2以内、200 万円 

 

【問合せ先】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 

      〒420-0853静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 2F 

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

 

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 

 

「地域経済牽引事業計画」作成のご案内(再掲) 

1.対象事業     ：機能性表示食品等の製品化を目的とした機能性素材の開発

や試作品の開発、ヒト試験などによる科学的根拠の調査・

研究 

2.助成期間     ：交付決定日(令和 2年 6月中旬頃）～令和 3 年 1月 20日 

3.助成率・助成限度額：助成対象経費の 3/2以内、1,000 万円 

 

【問合せ先】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 

      〒420-0853静岡市葵区追手町 44-1 静岡県産業経済会館 2F 

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

 

http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_629.html
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html
https://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-030e/chiikimirai.html
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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 

 

【緊急】新型コロナウイルス対策に係る医療

物資・機器」の製造支援・協力について(再

掲)       
新型コロナウイルス感染者が急増しているなか、国内では医療体制の確保が急務とな

っており、特に人工呼吸器、マスク、消毒液等の医療物資については、国民生活や医

療現場において依然と品不足が続いております。そこで、関東経済産業局と中小機構

関東本部では、製造等の依頼が可能な企業を少しでも多く把握して迅速な初動に繋げ

たいと考えており、ご協力いただける中小企業の皆様には以下「ジェグテック」への

登録をお願いしております。 

 登録・利用料は無料ですが、ＷＥＢ掲載にあたっては中小機構内での審査が必要と

なります。 

 

ジェグテックに関する詳細はこちら：https://jgoodtech.jp/pub/ja/ 

標題に関する詳細はこちら：https://jgoodtech2.smrj.go.jp/lp/oi-matchingsquare 

 

1. 対象となる医療物資・機器（素材・部品含む） 

  (1) 人工呼吸器（医療機器メーカーへの製造支援・協力） 

  (2) マスク（不織布、メルトブロー不織布、ノーズフィッター、紐、製造機器

等） 

  (3) 消毒液（アルコール消毒液、資材、充填、医薬品・医薬部外品等） 

  (4) 防護服（不織布、縫製、テープシール圧着、レーザーミシン等） 

  (5) 非接触型体温計 

  (6) ゴム手袋（医療用または家庭用） 

 

  

          

 

「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)  

http://www.ric-shizuoka.or.jp/push-shoukei/
mailto:yamazaki@ric-shizuoka.or.jp
https://jgoodtech.jp/pub/ja/
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 ２．協力の取組例 

  ・物資・製品の製造（委託やライセンス生産を含む） 

  ・原材料・部品の供給 

  ・製造設備の提供（製造・貸与等） 

  ・医療物資に係る新技術や新製法 

 

【問合せ先】中小企業基盤整備機構 関東本部 ジェグテック担当 

      TEL：03-5470-1638 MAIL：kanto-hanro@smrj.go.jp 

      ※但し、政府による緊急事態宣言を受け、コロナ対策期間中はリモー

トワーク活用をしております。ついては電話での問合わせを停止し

ておりますため、お問合せフォームhttps://krs.bz/smrj/m?f=141 

よりお願いします。 

「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業

者の皆様へ」（お知らせ）(再掲) 

経済産業省では、新型コロナウイルス感染拡大の影響でお困りになっている事業者

の皆様にお使いいただく支援策として、実質無利子融資（民間金融機関や既往債務

の借換を含む）、人件費支援(雇用調整助成金)、給付金といった各種補助金等を盛

り込んだ「緊急経済対策」を政府として取りまとめました。 

 

詳しくはこちら：https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

     (経済産業省の支援策から支援策パンフレットをご選択ください。） 

 

 今回のコロナウィルス感染症の拡大で事業に影響が生じており、緊急でお困りの

場合は関東経済産業局中小企業課までご連絡ください。 

 

【問合せ先】経済産業省 関東経済産業局 産業部 中小企業課 

      TEL 048-600-0322（直通） 

 

「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） 

 

 

mailto:kanto-hanro@smrj.go.jp
https://krs.bz/smrj/m?f=141
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
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 

 

 

技術提案型展示商談会 in オティックス」出展社募

集について 

静岡県産業振興財団では、エンジン部品を中心にさまざまな自動車部品を開発、生

産を続けている株式会社オティックス及びそのグループ各社との新規取引や協力関

係の構築を目的に、静岡県内中小企業が保有する優れた技術を提案する展示商談会

を開催します。 

 

詳しくはこちら：http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_633.html 

(株)オティックス HPはこちら：https://www.otics.co.jp/about/profile/ 

 

 

1.日時  ：令和 2年 11月 13 日(金)10：00～16：00 

2.会場  ：株式会社オティックスの技術本館 1 階 

       大会議室(愛知県西尾市中畑町二割 19-2) 

3.来場者 ：株式会社オティックスをはじめとするグループ会社 150 名程度 

4.出展対象：以下技術のいずれかを提案できる静岡県内中小企業 

       (1) 素形材（鍛造、鋳造、ダイカスト）製造技術 

       (2) プレス金型(売型)製造技術 

         ・・・耐久性向上、寿命向上、コスト低減など 

       (3) その他、オティックス社が生産する自動車部品に関連する優れ

た技術・・・精密切削、プレス、量産専用設備など 

 

5.出展料金：小間料 15,000 円 

6.提案料 ：１提案あたり 5,000 円(最大 2 提案) 

7.申込締切：令和 2年 7月 31 日(金) 

 

【問合せ先】公益財団法人 静岡県産業振興財団 取引支援チーム 佐藤・長谷川 

      TEL：054-273-4433  FAX：054-251-3024 

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

 

「食品開発展 2020」出展者募集について 

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では、フー

ズ・ヘルスケアオープンイノベーションセンタープロジェクト参画企業の販路開拓を

支援するため、「食品開発展 2020」への出展企業を募集します。 

 

詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/foods20200525/ 

 

「食品開発展 2020」公式 HP：https://www.hijapan.info/ 

 

 

      

 

mailto:ssr@pref.shizuoka.lg.jp
http://www.ric-shizuoka.or.jp/news/news_633.html
https://www.otics.co.jp/about/profile/
mailto:torihiki@ric-shizuoka.or.jp
http://www.fsc-shizuoka.com/info/foods20200525/
https://www.hijapan.info/


                                   

 
 
 

1.開催日   ：令和 2年 11月 16日(月)～11月 18日(水)までの 3 日間 

2.開催場所  ：東京ビッグサイト西 1・2ホール＆アトリウム 

3.公募数   ：6 社 

4.出展スペース：6ｍ×5.4ｍ(4小間分)のスペースを出展予定の 6社で等分 

5.出展費用  ：50,000 円(税込) 

6.出展条件  ：県内に主たる事業所を有する中小企業者等で、付加価値の高い商

品のＰＲができること。 

 

7.申込締切  ：令和 2年 6 月 12日(金)（必着） 

 

【問合せ先】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プロジェクト推

進部 

 

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

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

 

「第 4 回”日本の食品” 輸出 EXPO」出展者募集

について 

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では、海外

販路の開拓を目指している事業者の販路開拓を支援するため、第４回”日本の食品”

輸出 EXPOへの出展企業を募集します。 

 

詳しくはこちら：http://www.fsc-shizuoka.com/info/20200522/ 

第４回”日本の食品”輸出 EXPO公式 HP：https://www.jpfood.jp/ja-jp/about.html 

 

1.開催日   ：令和 2年 10月 14日(水)～10月 16日(金)までの 3 日間 

2.開催場所  ：幕張メッセ 

3.公募数   ：6 社 

4.出展スペース：1 事業者あたり、8.1 ㎡(0.5小間分) 

5.出展費用  ：50,000 円(税込) 

6.出展条件  ：県内に主たる事業所を有する中小企業者等で、付加価値の高い商品    

        のＰＲができること。 

 

7.申込締切  ：令和 2年 6 月 12日(金)（必着） 

 

【問合せ先】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プロジェクト推進部 

 

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

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

 

mailto:newfoods@ric-shizuoka.or.jp
http://www.fsc-shizuoka.com/info/20200522/
https://www.jpfood.jp/ja-jp/about.html
mailto:newfoods@ric-shizuoka.or.jp


                                   

 【女性限定】キャリアップセミナー 

「Zoom」を使用したをオンラインセミナー・

レッスンのやり方 

～入門編～』 

 6 月 16日（火）13：00～16：00 Zoomミーティング形式オンライン 

https://www.b-nest.jp/fentre/20_21.html 

 

Zoom を用いたオンラインセミナー・レッスンのやり方につい 

て、実際に Zoomを使用しながらオンライン上でご紹介します。 

 

「主催者（ホスト）」として知っておくべき機能やノウハウを 

身につけ、新たなビジネス手法でご自身の幅を広げていきまし 

ょう！！ 

 

＜内容＞ ・オンラインシステム活用のメリット 

     ・Zoomの機能紹介・プラン・料金 

     ・ホストに必要な基本操作と管理方法 など 

 

＜講師＞ 杉本由美氏 &passo（アンドパッソ） 代表 

静岡市『エール静岡事業者応援金』のご案内 

申請受付期間 5月 25 日（月）～8月 31日（月）※8月 31 日消印有効 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000126.html 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けて 

いる中、事業継続に尽力されている事業者の皆様を応援するた 

め、困難な局面を乗り切るための一助として「エール静岡事業 

者応援金」を支給します。 

 

＜支給額＞ 1事業者につき 10 万円 

 

＜支給期間＞ 6月上旬から順次開始（申請の集中度合による） 

 

＜申請方法＞ 郵送のみ（簡易書留に限る） 

 

※この応援金は 5月 20日から開催される市議会 5月臨時会で予 

算議決後に実施するものです。 

※各項目の内容は今後変更が生じる可能性がございますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

産学交流センター

からのお知らせ 

 

https://www.b-nest.jp/fentre/20_21.html
https://www.city.shizuoka.lg.jp/381_000126.html


                                   

 
 

【第 2 期】静岡県『新型コロナウイルス

感染拡大防止協力金』 

 のご案内 
 
申請受付期間 5月 18 日（月）～6月 19日（金） 

 https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kyouryokukin2.html 

 

 静岡県の休業要請の依頼に応じて、休業の対象となる施設を 

 運営されている方で、休業にご協力いただけた中小企業及び 

 個人事業主の皆様に対して、「静岡県新型コロナウイルス感 

 染拡大防止協力金」を支給いたします。 

 

 ＜支給額＞ 1事業者あたり 20万円 

 

 ＜申請方法＞ ・オンライン 

        ・郵送（簡易書留に限る） 

https://www.pref.shizuoka.jp/kinkyu/covid-19-kyouryokukin2.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 

本年度のゴールデンウイークは新型コロナウイルス渦で外出も自粛せざるを得ず、リフ

レッシュすることができなかった方も多いと思います。しかし 5 月 25 日に全国的に緊急事

態宣言も解除され、休業していた店舗も再開するなど経済活動も始まり、徐々にではあり

ますが生活も元に戻りつつあります。 

まだまだ、「新しい生活様式」に留意し感染予防に注意が必要ですが、気持ちも新たに

業務に取り組んでいきましょう。 

さて、5 月の活動状況を報告します。 

 

□ 12 日(火) 令和元年度監事監査 

令和元年度の事業報告、貸借対照表及び正味財産計算書について櫻井監事

及び鈴木監事よる監査が実施されました。その内容は適正であるとの意見をい

ただきました。 

 

□ 27 日(金) 令和 2 年度第 1 回理事会  

 

令和元年度事業報告・計算書、役員候補者の選定、令和元年度定時総会の招集と同

総会での議決案件について審議を行い、全て原案通り承認され、6 月 29 日開催予定

の定時総会で諮られることとなりました。また、その他協議・報告事項については、 

 (1) 各常任委員会の主要事業計画について  

  ① 企画戦略委員会所管事業 

・｢2020 静岡県ニュービジネスフォーラム in 静岡」開催(案)について(11/26、三

嶋大社・みしまプラザホテル) 

・ ｢第 28回 静岡県ニュービジネス大賞実施要領｣について(6～8月) 

  ②  情報渉外委員会所管事業について 

   ・ 海外調査については、現在コロナ渦で渡航中止勧告が出ているため、しばらく

状況を注視し、視察地の選定を含め実施の可否を判断します。 

  ③  起業家支援委員会所管事業について 

   ・中･高校生に対して「起業家マインド醸成授業」の実施についは、昨年度浜松学芸

中･高で実施し、評判も良いことから本年度は中部地区でも実施していきま

す。 

 ・農産物や自然環境資源を有効活用し地域経済の活性化を図る活動を行ってい

る富士宮市猪之頭地区の視察を 11/6 に実施する計画ですのでご参加くださ

い。 

    (2)  令和 2年度定時総会は次のとおりです。会員の多くのご参加をお願いします。 

令和 2 度定時総会開催について 

◇ 日 時  令和 2 年 6 月 29 日（木）  15：00～17：00 

◇ 会 場  グランデイエールブケトーカイ(葵タワー4 階ワルツ) 

◇ 内 容  

Ⅰ 総会審議事項(15：00～15：40) 

1 令和元年度計算書承認の件 

2 役員選任承認の件 

3 令和元年度事業報告 

3 「2020 静岡県ニュービジネスフォーラム in 東部」  

4 その他 

  
      

       ○ 講師 静岡県経済産業部 部長代理 三須 敏郎氏 

○ 演題 （仮）静岡県の産業成長戦略 
     
 

  ○その他(報告事項)としては、次のとおりです。 

mailto:office-nb@snbc.or.jp


                                   

 

Ⅱ 特別講演（16：00～17：00） 

       ○ 講師 静岡県経済産業部 部長代理 三須 敏郎氏 

○ 演題 （仮）静岡県の産業成長戦略 
     
 

  ○その他(報告事項)としては、次のとおりです。 

 (1)「第 15 回ニッポン事業創出大賞｣(ＪＮＢ)への推薦企業については、昨

年度 NB 大賞受賞「西光エンジニアリング (株 )」、特別賞受賞

「(株)Otono」の 2社を推薦することとしました。 

 (2) 会員の加入・退会状況については、02/4/1 現在 119 会員となっており

ます。 

(3）会員加入推進パンフについては、会員加入の推進を図るため、昨年度

作成しました。勧誘促進のため機関誌(2019・1 月号)と併せて送付しま

すので、会員の皆様方のご協力をお願します。 

(4）JNB 全国大会（栃木県宇都宮市で開催）参加への交通・宿泊のご案内

については、後日ご連絡します。 

 

 
 


