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（１）窓口相談

　　商工会の窓口では、経営指導員が金融、労務、経理などの相談に随時応じています。お気軽にお問い

　合わせ下さい。

（２）専門家派遣事業

　　①小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業

　　　　小規模事業者の経営課題に対応するため、専門家を企業に派遣し、課題解決のお手伝いをします。

　　　　■主な相談内容…経営戦略（経営計画、事業承継等）、販路開拓（マーケティング、商品パッ　

　　　　　ケージ等）、海外展開、経営管理（財務分析、労務管理等）、新事業展開、BCP、ISO 等

　　②経営安定特別相談事業

　　　　商工調停士及び専門スタッフ（弁護士、税理士、中小企業診断士）による経営安定特別相談室を

　　　設置し、中小企業者の経営安定相談に応じます。

　　　　■主な相談内容…経営改善計画書の作成、資金繰り改善、取引先の倒産による対応、借入金返済

　　　　　困難、売掛金回収困難、事業整理　等

♦♢ 　経営改善支援

（１）経営革新承認支援

　　中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認について、事業計画の策定支援から承認、承認後

　のフォローアップまで支援します。

　　■主な支援内容…窓口相談（専門家及び本会職員、ものづくり専門支援員含む）、専門家派遣　等

（２）小規模事業者持続化補助金の支援

　　　　国の補助金である小規模事業者持続化補助金は、経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取組

　　　に対し、原則50万円を上限に補助金（補助率2／3）が受けられます。本会では、申請書作成支援

　　 （セミナー・個別相談含む）から、採択後のフォローアップまで支援します。

（３）小規模企業経営力向上事業費補助金の支援

　　　　県の補助金である小規模企業経営力向上事業費補助金は、平成28年制定の中小企業・小規模企

　　　業振興基本条例の趣旨を反映した小規模企業の持続的な発展を図るための取組を支援する補助事業

　　　です。本会では、申請書作成支援（セミナー・個別相談含む）から、採択後のフォローアップまで

　　　支援します。

♦♢ 　新事業への取り組み支援

静岡県商工会連合会は、県下35商工会と連携を取りながら、経営改善や新たな取り組みを行う小規模事

業者を中心に支援しています。

　各事業のご利用を希望される場合は、最寄りの商工会を通じてお申込み下さい。

商工会の所在地等は、静岡県商工会連合会のホームページ
（http://www.ssr.or.jp/）でご確認下さい。
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♦♢ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♢ ♦

（１）特産品等販路開拓支援事業

　　商工会のむらおこし事業や商工会の支援により開発された商品の販路開拓・普及を目的に事業を実施

　しています。

　　①展示商談会及び物産展への出展支援

　　②商工会チャレンジショップ「アレモキッチン／コレモストア」を活用した地域特産品等の販路開拓

　　　支援

（２）ビジネス機会創出事業

　　静岡県商工会連合会のホームページ内にサイトを構築し、経営革新承認企業（※）、商工会地域の特

　産品や開発商品（※）及び商工会の支援により経営改善などが図られた企業（※）を紹介し、中小・小

　規模企業のビジネス機会を創出しています。

　　（※）各支援事例は、http://www.ssr.or.jp/ssr/sien/にてご確認ください。

♦♢ 　販路開拓支援

お問い合わせ先

静岡県商工会連合会

静岡市葵区追手町44－1　静岡県産業経済会館6階

電話　054-255-9811・9812　　ＦＡＸ　054-255-6060

E-mail　j-sinkou@ssr.or.jp     　　　［担当：産業振興課］

（４）その他の支援

　　　　消費税率引き上げ及び軽減税率制度導入に伴う相談対応（相談窓口の設置、専門家派遣等）や事

　　　業承継支援をはじめ、国・県及び各種支援機関が取扱う補助事業について、本会では、関係機関と

　　　連携を取りながら、事業計画の策定から認定・採択後のフォローアップまで支援を行います。

　
　　各支援は、産業振興課と広域サポートセンターが一体となり、行います。

　広域サポートセンターについて
　専門的知識や豊富な職務経験を

有するアドバイザーを、東部・中

部・西部の県内商工会３ヵ所（中

部については県連合会内）に設置

し、専門化・多角化する中小・小

規模企業の支援ニーズに対し、商

工会と一体となって、きめ細やか

な支援を行う事を目的に、平成29

年度に創設、活用されています。

企　業 商工会

商工会連合会
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④支援

広域サポートセンター

①相談
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○環境マネジメントシステムの普及
　　環境への自主的な取り組みとして、ISO14001やエコアクション21の環境マネジメントシステムの取
　得についてサポートします。また、エコアクション21の地域事務局として認証・登録も行っています。
○地球温暖化対策
　　温室効果ガス削減のための技術指導（省エネルギー対策等）及び啓発を行っています。
○公害苦情対策
　　公害のトラブルに対応し、今後の対策について適切なアドバイスをします。
○公害防止施設の新設・改善・適正運転
　　専門技術者が公害防止施設の適正な運転管理のアドバイスをします。

♦♢ 　環境保全

○廃棄物対策
　　廃棄物に係る基本計画や整備計画書等の策定、廃棄物などの再資源化及び、資源の有効利用のため研
　究・アドバイスを行っています。また、静岡県リサイクル製品認定制度の認定の審査の事務局を行って
　います。
○エネルギー診断
　　エネルギー施設の診断をし、エネルギーの効率的利用、省エネルギー対策についてアドバイスします。
○エネルギー対策
　　再生可能エネルギーの普及促進や導入のアドバイスをします。また、エネルギー管理指定工場連絡会
　静岡地区会の事務局として、エネルギー管理の進歩向上のための研修会や講習会を行っています。

♦♢ 　資源・エネルギー

○環境影響評価
　　行政や企業からの環境調査・予測・評価を行っています。（法令・条例に伴う環境影響評価、廃棄物
　処理施設設置に伴う生活環境影響調査、動植物生態調査、土壌・地下水汚染調査等）
○基本計画等の策定
　　行政からの環境・エネルギー等に関する基本計画の策定を行っています。（環境基本計画、一般廃棄
　物処理基本計画、バイオマス推進計画、地域エネルギービジョン等）

♦♢ 　環境アセスメント

○情報提供 
　　地球環境問題、CSR、エネルギー、環境アセスメント及びISO14001・エコアクション21などに関
　する各種の情報を収集、提供しています。
○研究会、講習会
　　公害防止管理者、廃棄物処理、エネルギー管理者などを対象にした各種研究会や、企業・行政の環
　境担当者のための各種セミナーを開催しています。
○共同研究開発
　　関係行政・大学などの研究機関、民間企業との共同研究を行っています。
○講師の派遣・斡旋
　　会員企業のご相談に応じて講師の派遣、斡旋、紹介をしています。また、未来を担う子供たちや、一
　般企業の社員への環境教育を行っています。
○静岡県環境ビジネス協議会（事務局）
　　県と共同で県内の環境ビジネスの推進を行っています。

♦♢ 　教育情報

エコアクション 21
地域事務局　1-013

お問い合わせ先　（一社）静岡県環境資源協会
　　　　　　　　　〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1-6階　TEL 054-252-9023
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中小企業等の知的財産に関する悩みや課題をワンストップで解決します。

知的財産権制度の概要や出願手続の説明、電子出願用端末機器を利用した電子出願支援、特許情報プラッ

トフォーム（J-PlatPat）を利用した検索指導、知的財産に関する各種支援施策の紹介・説明等を行います。

♦♢ 　窓口相談（知財総合支援窓口）

高度な専門性を必要とする場合は、弁理士や弁護士等の知財専門家を活用し、協力して解決策をアドバイ

スします。訪問による支援も行います。

♦♢ 　専門家による支援

特許流通アドバイザーが、県下の企業等を訪問して、特許シーズや技術ニーズを収集し、大手企業などか

らの開放特許を中小企業に紹介して、両者のマッチング機会を設けたり、契約に向けての相談にのったり

して、特許・実用新案、意匠、商標をライセンスで活用する支援を行います。

♦♢ 　ライセンス支援（知的財産流通促進）

県下3か所（静岡市、沼津市、浜松市）で窓口を開設しています。

　相談無料、秘密厳守です。

本　　部　一般社団法人静岡県発明協会

　　　　　〒420－0853

　　　　　静岡県静岡市葵区追手町44－1　静岡県産業経済会館1階

　　　　　TEL. 054－254－7575

　　　　　TEL. 054－251－6000（直通）

沼津支所　〒410－0801

　　　　　静岡県沼津市大手町1－1－3　沼津商連ビル3階

　　　　　TEL. 055－963－1055

浜松支所　〒432－8036

　　　　　静岡県浜松市中区東伊場二丁目7－1　浜松商工会議所会館8階

　　　　　TEL. 053－489－8111

　　　　　（公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構内）

♦♢ 　相談窓口の開設場所
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　(一社)静岡県中小企業診断士協会のご協力をいただき、中小企業診断士による相談窓口を毎週水曜日に
設けております。経営相談、各種支援策活用に関する相談等のアドバイスを受けることができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「担当　革新企業支援チーム　　TEL 054-273-4434」

♦♢ 　窓口相談

　ISO内部監査員養成講座（詳細については革新企業支援チームにご確認下さい）

♦♢ 　研修・セミナー

　人材育成に関する研修会・セミナー資料、融資助成金等の情報を冊子やホームページにて提供します。

♦♢ 　情報発信

　商業・製造業向けの経営・生産・ISOなどに関するビデオ・DVDの閲覧・貸出サービスを行っています。
　貸出品の詳しい内容等については、当財団ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　                       　    「担当　革新企業支援チーム　　TEL 054-273-4434」

♦♢ 　図書・雑誌の閲覧、ビデオ・DVDの閲覧・貸出サービス

（１）静岡県IoT活用研究会
　静岡県IoT活用研究会は、経営力の向上やビジネス機会の創出に寄与することを目的として、企業、大
学、産業支援機関、行政等が相互に事業活動におけるIoT（Internet of Things：モノのインターネット）
の活用に関する情報提供や意見交換、交流する場を設置しました。
　IoTに関する情報提供やビジネスマッチング等、IoT活用による解決方法を検討するため、テーマを絞っ
た分科会を設置し研究活動を実施しています。（会費無料）
（２）静岡県知的財産活用研究会
　大手企業が保有する知的財産（解放特許）や大学、研究機関の技術シーズを活用し、中小企業の新製品
開発による新事業の創出を図るために設立しました。知的財産等の有用な技術シーズ情報の提供や、企業
の知的財産担当者や支援機関担当者の人材育成、補助金等の支援メニューを活用して事業化までサポート
します。（会費無料）　　　　　　　　　　　「担当　革新企業支援チーム　　TEL 054-273-4434」

♦♢ 　各種研究会

　当産業財団が、発注企業と受注企業を仲介し、紹介・斡旋を行い中小企業を支援します。
（対象業種　機械金属・合成樹脂・木工・縫製加工業を中心とした製造業）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「担当　取引支援チーム　　TEL 054-273-4433」

♦♢ 　受発注斡旋事業

　県内中小企業の広域的な受注機会の確保と、新規取引先の開拓を推進するため、発注企業と受注企業と
の面談会方式による、静岡県受発注企業合同商談会を開催します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「担当　取引支援チーム　　TEL 054-273-4433」

♦♢ 　受発注企業合同商談会の開催

　創業・ベンチャー企業及び経営革新を図ろうとする中小企業等が抱える種々の経営課題に対して民間の
専門家を派遣し、適切なアドバイスを行うことにより中小企業等の順調な発展・成長を支援します。
事 業 内 容

派 遣 分 野
受 付 期 間
費 用 負 担

専門的知識と実務経験を有する者を、知識経験の分野ごとに経営分野・技術分野・情報
化分野・デザイン・ISO分野の専門家として登録し、中小企業等が経営革新を図る上で
必要な課題の解決に向けて適切な診断・助言を行います
経営分野・情報分野・技術分野・デザイン・ISO分野
4月～12月（ただし、予算に達した時点で締め切ります）
謝金及び旅費の１/３を負担
　　　　　　　　　　　    「担当　革新企業支援チーム　　TEL 054-273-4434」

♦♢ 　専門家派遣
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　県内中小企業の新技術・新工法等を広くＰＲすることにより、新たなパートナーを発掘することを目的

とした展示商談会を首都圏において開催します。

♦♢ 　展示商談会の開催

　研究開発に対する助成、販路開拓に対する助成、新ビジネス起ち上げに対する助成、農商工連携事業に

対する助成、高付加価値型食品等の製品化に対する助成、創業者に対する助成、新エネルギー活用研究開

発助成、事業化推進助成、航空機産業認証取得助成。

※詳細につきましては（公財）静岡県産業振興財団の制度（18ページ～）を参照

♦♢ 　各種助成金等

　発注企業や取引先企業との間で生じたトラブルの相談に、顧問弁護士が応じています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（毎月・第２月曜日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「担当　取引支援チーム　　TEL 054-273-4433」

♦♢ 　法律相談会

♦♢ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♢ ♦

１．新商品の開発及び生産

２．新役務の開発又は提供

３．商品の新たな生産又は販売の方式の導入

４．役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

上記の新事業活動への取り組みをお考えの中小企業を支援いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「担当　経営革新支援チーム　　TEL 054-273-4432」

♦♢ 　経営革新計画（中小企業新事業活動促進法）の相談・指導

　高度化事業に係る新規・条件変更・フォローアップ診断助言、経営指導等を行っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「担当　診断設備チーム　　TEL 054-273-4431」

♦♢ 　高度化事業相談対応

　中小企業の抱える技術課題に関する様々な相談を受け付けています。

1．技術課題に関する相談

2．商品・製品開発に関する相談

3．中小企業の技術ニーズと工業技術研究所の研究シーズとのマッチング

4．中小企業の技術ニーズと大学の研究シーズとのマッチング

5．中小企業の技術ニーズと大手企業が保有する開放特許とのマッチング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「担当　各チームスタッフ　　TEL 054-273-4430」

♦♢ 　コーディネータによる技術相談
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フーズ・サイエンスセンターは、「恵まれた地域資源」を活用して、高付加価値型食品の開発等を促進す

ることにより、食品関連産業の振興と集積を目指す「フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト」を推進し

ています。

１．研究開発の促進

　　産学官連携により、地場産品の生産技術の高度化や機能性に関する研究を推進し、製品の高付加価値

　　化や他地域との差別化に不可欠な質の高いシーズを創出していきます。

２．高付加価値型食品等の製品開発

　　機能性素材を活用した製品開発、国等の大型研究開発資金で創出したシーズの企業への移転、異分野

　　技術を導入した新たな食品加工機械・加工技術の開発等を促進していきます。
３．マーケティング戦略・販路戦略の強化
　　機能性食品の付加価値を「見える化」する取組、マーケティングの支援、販売の支援を行うことによ
　　り、地域企業の販路開拓を促進していきます。
４．食品関連産業を担う人材の育成
　　消費者の安全・安心志向に対応した食品の製造、国際競争力のある食品の開発・事業化等を行うこと
　　ができる将来の食品関連産業を担う中核的な人材の育成を支援していきます。
５．食の情報の発信
　　プロジェクトに関する情報を積極的に国内外へ発信するとともに、国内外の人々の憧れを集め惹きつ
　　ける「食の都」づくりと連携することにより、プロジェクト成果品の普及を促進していきます。

　　　　　　　　　　「担当　フーズ・サイエンスセンター  プロジェクト推進部　TEL 054-254-4513」

♦♢ 　フーズ・サイエンスセンター

♦♢ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　♢ ♦

〒420-0853

静岡県静岡市葵区追手町44－1　静岡県産業経済会館　4階

公益財団法人 静岡県産業振興財団（静岡県中小企業支援センター）

URL　http:// www. ric-shizuoka.or.jp
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静岡県よろず支援拠点静岡県よろず支援拠点

　「よろず支援拠点」は、経済産業省が全国47都道府県に各１ヶ所設置した経営相談所で静岡県では静

岡商工会議所に設置されています。

　チーフコーディネーター、コーディネーターが、各支援機関・専門家とチームを組むなど様々な手段を

講じて中小企業、特に頑張ろうとしている小規模事業者を応援します。特に「人手不足」に係る「労務管

理」「業務見直し」等の問題については「人手不足対応アドバイザー等」が対応しております。

　「売上の減少に悩み、販路開拓したり、新商品を開発しようとする企業」「独立して新たに開業・創業

を目指す」「法的なトラブル解決」「ネット販売をしているが思うように売上が上がらない」「IT・IoT等

により生産性向上を目指したい」など経営上のあらゆるお悩みのご相談に対応します。

　まずはお気軽にご連絡下さい。

お問い合わせ先：静岡県よろず支援拠点　

　　　　　　　　〒420-0851　静岡県静岡市葵区黒金町20-8　(静岡商工会議所内)　

　　　　　　　　　　　　　　　TEL 054-253-5117　FAX054-253-5515

　　　　　　　　西部地区サテライトオフィス

　　　　　　　　〒437-8691　静岡県袋井市新屋1-2-1

　　　　　　　　　　　　　　　どまんなかチャレンジプレイス（袋井商工会議所内）

　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0538-38-9407

月曜日～金曜日（年末年始・祝日除く）

9：00～17：00　※ご要望により、弾力的に対応します

静岡商工会議所

サテライトオフィス・各地支援機関（商工会議所、商工会他）※相談者数により、出張相談会を設置します

TEL　054-253-5117　　FAX　054-253-5515

URL　https://www.shizuoka-cci.or.jp/yorozu

詳細はホームページ

静岡県事業引継ぎ支援センター静岡県事業引継ぎ支援センター

　次世代への事業引継ぎに関する様々な課題解決を支援する公的相談窓口です。中小企業の事業継承の実

務に精通した専門家が無料でご相談を承ります。

平成26年4月1日より後継者不在の事業主の経営者候補として起業家を引き合わせる「後継者人材バンク」

事業を開始しております。

お問い合わせ先　静岡県事業引継ぎ支援センター　

　　　　　　　　〒420-0851　静岡市葵区黒金町20-8　(静岡商工会議所内)　TEL 054-275-1881

通常相談日

相 談 時 間

相 談 場 所

申 込 方 法

ご　　相　　談　　窓　　口

静岡県よろず支援拠点 検  索 でどうぞ！

－無料で！ 安心して相談！ 新しいアイデアが生まれます！！－
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