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産業振興課 課長補佐兼係長 増山　順一郎

産業振興課 主事 竹川 祐莉

2 東伊豆町 観光産業課観光商工係 係長 加藤　宏司

3 河津町 産業振興課 主事 加藤　浩平

4 西伊豆町 まちづくり課 係長 山本　友也

商工振興課 副主任 長嶋　恵美

商工振興課 主事 白石　登士哉

6 熱海市 観光経済課産業振興室 副主任 松井　篤士

7 三島市 産業文化部　商工観光課 主査 安部　依里子

産業政策課 主幹 小林 桂

産業政策課 上席主事 鈴木　克幸

9 裾野市 産業振興課 係長 中原　義人

総合政策部　地域づくり課 主任 相原　和真

産業部　観光商工課 主事 杉原　里奈

11 函南町 産業振興課 係長 鈴木 みよ子

産業観光課 主任 杉山　勝彦

産業観光課 主事 鈴木　桃子

13 長泉町 産業振興課 主事 水口　洸兵

14 小山町 経済産業部商工観光課 班長 田代　治久

15 静岡市 産業振興課 主任主事 中村　宏介

商工課 係長 太田　大介

商工課 主査 近藤　賢央

創業支援室 係長 西野　寛子

創業支援室 主任主事 高橋　祐樹

18 牧之原市 商工観光課 主任 永田　一真

19 浜松市 産業部　産業振興課 副主幹 白柳　健司

経済観光課 主任 寺田　千代美

経済観光課 主任 鳥居　麻理子
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21 掛川市 産業労働政策課 主事補 萩原　祐太郎

22 袋井市 産業環境部　産業政策課 主事 稲葉　和佳奈

23 湖西市 産業振興課 主査 熊谷　浩行

24 森町 産業課　商工観光係 主事 名倉　崚平

地方創生部 課長 井出　雄大

地方創生部 渡邉　沙季

営業本部法人コンサルティング
室

部長 仲田　勝彦

営業本部法人コンサルティング
室

副部長 三根　英晃

27 しずおか焼津信用金庫 お客様サポート部 増田　憲二

28 静清信用金庫 経営相談部 調査役 塩沢　太朗

29 沼津信用金庫 地域創生部 鈴木　洋平

30 三島信用金庫 元気創造部 髙橋　奈巴

地域サポート部 副部長 森崎　泰広

地域サポート部 次長 大石　博音

32 富士信用金庫 融資部事業サポート課 課長 松浦　大介

経営アシスト部 部長 井上　勝

地域サポート部 スタッフ 太田　慎也

34 磐田商工会議所 中小企業相談所 経営指導員 廣岡　智彦

35 掛川商工会議所 中小企業相談所 杉山　侑広

36 島田商工会議所 地域振興係 係長 鈴木　昌登

37 三島商工会議所 経営支援課 課長補佐 宇水　淳

38 下田商工会議所 中小企業相談所 次長 碓井　晃輝

39 日本政策金融公庫静岡支店 国民生活事業 融資第二課長 白田　誠一

40 商工組合中央金庫　静岡支店 営業課 次長 坂本　粒一

41 浅羽町商工会 経営指導員 鈴木　雄介

42 新居町商工会 主幹 後藤　吉延

業務推進課 経営指導員 斉藤　伸也

業務推進課 経営指導員 高橋　正樹

44 小山町商工会 経営指導員 安藤　陽丘

45 静岡市清水商工会 蒲原支所 経営指導員 浦野 嘉弘
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46 芝川商工会 経営指導員 小澤　裕介

47 裾野市商工会 経営指導員 山岸　隆志

48 西伊豆町商工会 経営指導員 髙橋　誠

49 沼津市商工会 原支所 経営指導員 加藤　直人

経営指導員 鈴木　仁

経営支援員 牧野　恭明

51 静岡県商工会連合会 産業振興課 主査 増田　進吾

連携支援課 課長 永井　康弘

連携支援課 主事 酢山　大貴

53 島田市産業支援センター 課長補佐 冨永　正克

54 (公財)浜松地域イノべーション推進機構 事業推進部 主幹 鈴木　佑也

55 関東経済産業局 地域経済部　産業技術革新課 係員 湯澤　進

56 静岡県経済産業部 商工業局　商工振興課 主事 塚口　佑太

57 静岡県くらし・環境部 政策管理局企画政策課
移住・定住

促進班
堀切川 貴代

58 浜松いわた信用金庫 ソリューション支援部 調査役代理 上野　直人

59 令和３年度地域創生起業支援金採択者 渡部　竜矢

常務理事 永野　朋浩

新産業集積グループ
グループ

マネージャー
榛葉 敏孝

主幹 川島 一貴

主事 加藤　慧祐

業務支援AD 塚本　純
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新産業集積グループ
企画・創業支援チーム

（公財）静岡県産業振興財団

浜名商工会

静岡県中小企業団体中央会


