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事務局だより                             

SNBC NEWS ３月 

 

 緊急事態宣言が発出されている、神奈川県・愛知県に挟まれ、本県内ににおい

ては変異型の新型コロナウイルスへの感染者が出るなど、コロナ禍の収束はまっ

たく目処が立たない状況が続いております。県内においても独自に「感染拡大緊

急警報」が発出され、まだまだ感染予防に留意した生活が続きますが、これまでも

人類は幾度も感染症の脅威に打ち勝ってきました。近々国内においてもワクチン

接種が始まるとのことで、収束に向かって動き出すのではないでしょうか。 

 さて本年度も今月と 3 月の 2 ヶ月を残すのみとなりました。事務局では決算と来

年度の計画案を立案しているところで、会員の皆様におかれましてもお忙しい

日々を送られていることと思いますが、どうぞご健康には留意しお過ごし下さい。 
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産業振興財団 

からのお知らせ 

 

中小企業等危機克服チャレンジ支援事業費補助

金」第 4 次募集について 

静岡県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響下において、中小企業者

の新たな挑戦を促進し、もって産業構造の転換や地域経済の活性化を図るため、危機

克服チャレンジ事業を行う中小企業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付

します。 

 詳しくはこちらhttp://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510/06challenge.html 

 

1.補助対象者：次に掲げる要件をすべて満たす事業者 

       （1）中小企業支援法第 2 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに規定する中

小企業者であって、県内に事務所又は事業所を有する者 

       （2）令和 2 年 11 月から令和 3 年 2 月までの任意の 1 か月間の売上高

が、前年同月比で 10%以上減少していること 

         ※（注意）1 次～3 次募集時に採択された事業者は原則として 

              対象外です。 

2.補 助 率：事業費の 3分の 2以内（上限：200万円、下限：50万円） 

3.実施期間 ：補助金の交付決定の日から令和 3 年 6月 30 日 

4.応募期間 ：令和 3 年 3月 4日(木)までに郵送により提出（消印有効） 

 

【問合せ先】静岡県経済産業部商工振興課 

      静岡市葵区追手町 9番 6号静岡県庁東館 7 階 

      TEL：054-221-2512 FAX：054-221-3216 

 

「働き方改革 取組事例発表会」開催のご案内  

静岡県主催で、2020年度「静岡県 働き方改革アワード」受賞企業の「働き方改革」 

取組事例発表会を無料オンラインで開催します。2019年に静岡県が創設した 

「働き方改革」を進める企業を称える表彰制度「静岡県 働き方改革アワード」第 3 回

目となる今年度の受賞企業が決定しました。 

参加していただいた方には受賞企業の取組事例集(データ)をもれなくご提供します。 

自社の働き方改革の取組のヒントに今すぐ役立つ事例をご紹介いたします。 

自社導入のヒントに、ぜひご視聴ください。 

2020 年度「静岡県 働き方改革アワード」受賞企業 

・株式会社イズラシ様（沼津市／戻り止めナット及び精密ナット等の製造販売） 

・株式会社ツチヤコーポレーション様（藤枝市／石油、LP ガス、モバイル機器等販

売） 

・フジ物産株式会社様（静岡市／石油、漁業用餌料等卸・販売） 

・株式会社大川原製作所様（吉田町／乾燥装置等製造販売） 

 

 詳しくはこちらhttps://www.uruoiplus.jp/gyousei_seminar.html#hatarakikata12 
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1.日  時：令和 3年 3月 12 日(金) 13：30～15：00 

2.開催形式：Zoomウェビナーによるオンライン開催 

3.対 象 者：経営者、管理職、人事労務管理者、推進担当者、その他 

4.定  員：先着 150 名 

5.申込締切：令和 3年 3月 9 日(火) 17:00 必着 

6.参 加 料：無料 

7.内  容：(1)「静岡県 働き方改革アワード」受賞企業の発表 

      (2) 受賞企業の取組事例発表／パネルディスカッション 

        ［パネリスト］2020年度 働き方改革アワード受賞企業 

 

【問合せ先】静岡県働き方・ダイバシティ事務局(株式会社るるキャリア内) 

      TEL：054-252-8820 E-mail：info@uruoiplus.jp 

 

「ローカル SDGs・ESG セミナー 静岡の地域活

性力向上を目指して」のご案内 

静岡県環境資源協会では、静岡県内全ての地域金融機関と複数の自治体、経済団体等

が連携し、SDGs に絡めた ESG 金融等を通じて地域の環境・経済・社会の課題解決に向

けた議論を行う静岡県 SDGs×ESG 金融連絡協議会の事務局として活動しています。こ

の度、環境省との共催により、静岡県内におけるローカル SDGs や ESG に関する取組を

推進するため、ローカル SDGs・ESG セミナー「静岡の地域活性力向上を目指して」を

開催します。 

 

 詳しくはこちら：https://sec714.wixsite.com/website 

 

1.日 時     ：令和 3 年 3月 11日(木)  13：30～16：00 

2.場 所     ：web配信 

3.基 調 講 演 ：ESG金融促進による地域活力の向上について 

          環境省大臣官房総合環境政策統括官グループ 

環境経済課環境金融推進室 

          室長 近藤 崇史 氏 

4.事 例 紹 介 ：(1)「しぞー会の地域での地域課題解決に向けた取組について」

（仮） 

            (株)静岡新聞社・静岡放送株式会社 

地域ビジネス推進局企画推進部 藤本 裕介 氏 

          (2)「しずおか焼津信用金庫が取り組む地域 ESG・SDGs の取組」

（仮） 

            しずおか焼津信用金庫 理事 お客様サポート部 

            部長 岩崎 浩季 氏 

          (3)「(株)季咲亭の SDGsの取組について」 

             (株)季咲亭 代表取締役 小泉 幸雄 氏 

5.トークセッション：テーマ     ：「静岡版 SDGs・ESG実現のために必要な 

                    パートナーシップとは？」 

          ファシリテーター：静岡県環境資源協会  

専務理事 平井 一之氏 

          パネリスト   ：(株)静岡新聞社・静岡放送株式会社  

                   取締役 知久 昌樹 氏 

                   しずおか焼津信用金庫 理事  

お客様サポート 

                   部長 岩崎 浩季 氏 
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文部科学省では、青少年の体験活動の推進を図ることを目的として、 

「青少年の体験活動推進企業表彰」を実施し、企業が社会貢献活動の一環として実施

した優れた実践を広く紹介しています。企業が自社の強みを活かし、積極的に教育

CSR 活動に参画することは、次世代を担う子供たちが「社会を生き抜く力」を身に付

けることにつながり、また、企業の社会的評価の高まりや、新たな社会価値の創造が

期待できます。 

この度、審査委員会によって選出された優秀企業によるプレゼンテーションを 

開催します。このプレゼンテーションによって、最優秀賞（文部科学大臣賞）が 

決定します。各企業の優れた取組をぜひご覧ください！ 

 

 詳しくはこちら：https://www.csr-award2021.mext.go.jp/ 

 

1.日 時：令和 3年 3 月 12 日(金) 14：00～16:30 

2.会 場：ZOOM にて配信（事前申込制） 

3.内 容：各企業から取り組みについてプレゼンテーション発表、表彰式 

4.対 象：学校関係者、学生、青少年教育関係者、ビジネスパーソン 

     （経営層、経営企画、CSR・CSV、広報、人事教育担当者等）、NPO・関係団

体、メディア関係者 等 

5.参加費：無料 

 

【問合せ先】株式会社 時事通信社 内 

      「青少年の体験活動推進企業表彰」事務局（担当：極壇（ごくだん）） 

      TEL：03-3524-6942 E-mail：sol@grp.jiji.co.jp 

 

 

浜松いわた信用金庫 理事 SDGs推進部長 

                   堀崎 慎一 氏 

                   株式会社季咲亭 代表取締役  

小泉 幸雄氏 

                   環境省大臣官房環境経済課環境金融推進室 

                   室長 近藤 崇史 氏 

6.視 聴 方 法 ：セミナーの内容は、ZOOMにてオンラインで配信します。 

7.申 込 先   ：https://ws.formzu.net/fgen/S71579556/ 

 

【問合せ先】一般社団法人静岡県環境資源協会 担当：井上 

      TEL：054-252-9023 E-mail：kankyou@siz-kankyou.or.jp 

 

令和 2 年度 青少年の体験活動推進企業表彰」

最終審査・表彰式開催のお知らせ 
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