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平成２０年度 静岡市中小企業支援計画（概要）

１．平成２０年度 中小企業支援事業の基本方針

人口の減少基調や主要産業の低迷、そして地球環境問題の深刻化やグローバル化の進

展など、本市を取り巻く社会・経済環境は厳しさを増す方向に動いている。

こうした環境変化を踏まえ、本市では、政令指定都市にふさわしい産業・経済の将来

像を描きつつ、この地域資源を最大限活かした産業振興の基本的方向を定めるため、平

成１６年度に「静岡市産業振興プラン」を策定した。

本プランでは、

１ 地域間競争に打ち勝つ産業をつくる

２ 時代の要請に応える産業をつくる

３ 地域資源を最大限に活用した新産業をつくる

を策定の視点に設定し、本市の産業経済の現状と課題の把握、社会経済環境の動向の把

握、産業界に対するヒアリングのほか、本市の活用可能資源の精査を経て、次の産業振

興４つの基本方向を定めた。

（１）まちを「楽しむ」産業の振興

（２）生活の質を高める産業の振興

（３）次代を担う産業集積の構築

（４）チャレンジ精神に富む人材・企業の輩出、育成

これらを具現化するため、平成２０年度の中小企業支援事業の実施にあたっては、本

プランに掲載されている「産業振興方策」に沿った事業を企画・実施するとともに、市

中小企業支援センターを中心として、市産学交流センター、市清水産業・情報プラザ、

市クリエーター支援センター（新設）、ＳＯＨＯしずおか等の本市の関係する産業支援機

関、またその他市域内の産業支援機関等との連携を十分に図りながら事業を実施してい

くこととする。

なお、本年度については、クリエーターの育成、支援を行うとともに、当該創造的な

活動により新たな事業の創出を目指し本年１月に開設した「市クリエーター支援セン

ター」を核施設として本市コンテンツ産業の振興を図るとともに、本施設及び本施設で

展開する各種事業と他支援施設等と連携し、既存産業の高度化に向けた各種事業を展開

していくこととする。

また、市中小企業支援センターにおいては、「新連携・地域資源活用プログラム等利

用支援事業」の対象事業に国の新しい施策である「農商工連携」を加えることとする。

また、新たな支援メニューとして、中小企業等が販路開拓に関し専門的な知識を有する

者を活用して販路を開拓することを支援する「中小企業等販路開拓支援事業」、中山間

地域の資源を活用した商品の開発、マーケティング等を支援する「中山間地域ビジネス

展開支援事業」を実施することとする。

２．中小企業支援事業の実施体制と事業概要

静岡市中小企業支援センター（指定法人：財団法人静岡産業振興協会）

（１）経営相談事業

① 窓口相談事業



- II - 

② 専門家相談会事業

③ オンライン相談事業

（２）専門家派遣事業

（３）支援体制整備事業

① 情報提供事業

② プロジェクトマネージャー等支援人材充実強化事業

③ 事業可能性評価委員会運営事業

④ 支援担当者能力開発事業

（４）新連携・地域資源活用プログラム等利用支援事業

（５）中小企業等販路開拓支援事業【今年度 新規実施事業】

（６）中山間地ビジネス展開支援事業【今年度 新規実施事業】

（７）中小企業支援センター運営事業

３．その他の事業の実施体制と事業概要

静岡市産学交流センター（指定管理者：財団法人静岡産業振興協会）

（１）起業者支援事業

（２）経営相談事業

（３）マーケティング支援事業

（４）産学官連携事業

（５）人材育成事業

（６）起業家・中小企業に対する情報提供

（７）産学交流センターの管理運営

静岡市清水産業･情報プラザ（指定管理者：清水商工会議所）

（１）創業者支援事業

（２）産学官交流事業

（３）中小企業情報化支援事業

（４）入居者交流事業

（５）清水産業・情報プラザの管理運営

静岡市クリエーター支援センター

（指定管理者：特定非営利活動法人しずおかコンテンツバレー推進コンソーシアム）

（１）クリエーターの育成のための場の提供及び運営

（２）クリエーターの技術等の向上に関する研修、講座及び講演会の開催

（３）クリエーターの創造的な活動の発表

（４）クリエーター相互及びクリエーターと他の事業者の交流

（５）クリエーターの創造的な活動による新事業の創出及び既存産業の高度化に関する

研究に対する支援

（６）クリエーターの創造的活動等に関する情報の収集及び提供

（７）クリエーター支援センターの管理運営

ＳＯＨＯしずおか（運営団体：静岡県中部地区ＳＯＨＯ推進協議会）

（１）ＳＯＨＯ施設運営事業

（２）ＳＯＨＯ支援事業
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静岡市産学交流センター
（指定管理者：（財）静岡産業振興協会）
（１）起業者支援事業
（２）経営相談事業
（３）マーケティング支援事業
（４）産学官連携事業
（５）人材育成事業
（６）起業家・中小企業に対する情報提供
（７）静岡市産学交流センターの管理運営

静岡市中小企業支援センター
（指定法人：（財）静岡産業振興協会）
（１）経営相談事業
①窓口相談事業
②専門家相談会事業
③オンライン相談事業

（２）専門家派遣事業
（３）支援体制整備事業
①情報提供事業
②プロジェクトマネージャー等支援人材
充実強化事業
③事業可能性評価委員会運営事業
④支援担当者能力開発事業

（４）新連携・地域資源活用プログラム等
利用支援事業

（５）中小企業等販路開拓支援事業
（６）中山間地ビジネス展開支援事業
（７）中小企業支援センター運営事業

静岡市清水産業・情報プラザ
（指定管理者：清水商工会議所）
（１）創業者支援事業
（２）産学官交流事業
（３）中小企業情報化支援事業
（４）入居者交流事業
（５）清水産業・情報プラザの管理運営

＜サブマネージャーを派遣（清水地域主担当＞

静岡市クリエーター支援センター
（指定管理者：ＮＰＯ法人しずおかコンテンツバレー
推進コンソーシアム）
（１）クリエーターの育成のための場の提供及び運営
（２）クリエーターの技術等の向上に関する研修、講座
及び講演会の開催

（３）クリエーターの創造的な活動の発表
（４）クリエーター相互及びクリエーターと他の事業者の交流
（５）クリエーターの創造的な活動による新事業の創出及び
既存産業の高度化に関する研究に対する支援

（６）クリエーターの創造的活動等に関する情報の収集及び
提供

（７）クリエーター支援センターの管理運営

相互連携

相互連携

相互連携

ＳＯＨＯ＠しずおか
（１）ＳＯＨＯ施設運営事業
（２）ＳＯＨＯ支援事業しずおか産業創造機構（県中小企業支援センター）

静岡商工会議所・清水商工会議所 との連携

全市的産業支援拠点 清水地域の産業支援拠点

コンテンツ産業支援拠点

広域的な起業者支援拠点

新規実施事業

「農商工連携」
を追加
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平成２０年度 中小企業支援計画

静岡市は、中小企業支援法第４条第１項の規定に基づき、平成２０年度において市が行

う中小企業の経営資源の確保を支援する事業の実施に関する計画を以下のとおり定める。

Ⅰ．はじめに

本市は、平成１７年４月１日、全国で１４番目の政令指定都市へと移行し、平成１８年

には蒲原町を編入、さらに本年１１月には由比町の編入を予定しており、更なる発展を目

指している。

本市は、商業業務都市と工業港湾都市という二つの顔を有しているが、このような多彩

な産業の集積を活かした活発な地域経済活動が展開されており、今後、更なる発展を遂げ

ていくためには、経済・社会環境の変化に機敏に対応するとともに、産業構造の知的高度

化や様々な産業における高付加価値化、また創業者の増加等が必要である。

本市の人口は７１万人であるが、商圏人口は１４５万人余を抱え、静岡県の政治、経済、

情報等の中枢管理機能が集積している。また、特定重要港湾である清水港を中心とした製

造業が数多く立地していることから今後、高付加価値産業育成の土壌が存するとともに、

中心市街地には創業・中小企業支援施設が集積するなど、中小企業の新事業進出、創業者

育成の機運が高まっているため、これらを最大限活かした産業振興策を講じることが必要

であることから本計画を策定し、各種支援事業を展開するものである。

Ⅱ．平成２０年度 中小企業支援事業の基本方針

人口の減少基調や主要産業の低迷、そして地球環境問題の深刻化やグローバル化の進

展など、本市を取り巻く社会・経済環境は厳しさを増す方向に動いている。

こうした環境変化を踏まえ、本市では、政令指定都市にふさわしい産業・経済の将来

像を描きつつ、この地域資源を最大限活かした産業振興の基本的方向を定めるため、平

成１６年度に「静岡市産業振興プラン」を策定した。

本プランでは、

１ 地域間競争に打ち勝つ産業をつくる

２ 時代の要請に応える産業をつくる

３ 地域資源を最大限に活用した新産業をつくる

を策定の視点に設定し、本市の産業経済の現状と課題の把握、社会経済環境の動向の把

握、産業界に対するヒアリングのほか、本市の活用可能資源の精査を経て、次の産業振

興４つの基本方向を定めた。

（１）まちを「楽しむ」産業の振興

（２）生活の質を高める産業の振興

（３）次代を担う産業集積の構築

（４）チャレンジ精神に富む人材・企業の輩出、育成

これらを具現化するため、平成２０年度の中小企業支援事業の実施にあたっては、本

プランに掲載されている「産業振興方策」に沿った事業を企画・実施するとともに、市
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中小企業支援センターを中心として、市産学交流センター、市清水産業・情報プラザ、

市クリエーター支援センター、ＳＯＨＯしずおか等の本市の関係する産業支援機関、ま

たその他市域内の産業支援機関等との連携を十分に図りながら事業を実施していくこと

とする。

なお、本年度については、クリエーターの育成、支援を行うとともに、当該創造的な

活動により新たな事業の創出を目指し本年１月に開設した「市クリエーター支援セン

ター」を核施設として本市コンテンツ産業の振興を図るとともに、本施設及び本施設で

展開する各種事業と他支援施設等と連携し、既存産業の高度化に向けた各種事業を展開

していくこととする。

また、市中小企業支援センターにおいては、「新連携・地域資源活用プログラム等利

用支援事業」の対象事業に国の新しい施策である「農商工連携」を加えることとする。

また、新たな支援メニューとして、中小企業等が販路開拓に関し専門的な知識を有する

者を活用して販路を開拓することを支援する「中小企業等販路開拓支援事業」、中山間

地域の資源を活用した商品の開発、マーケティング等を支援する「中山間地域ビジネス

展開支援事業」を実施することとする。

Ⅲ．中小企業支援事業の実施体制

「Ⅱ．平成２０年度 中小企業支援事業の基本方針」で掲げた基本方針は、市の産業施

策だけで実現できるものではなく、地域や産業界、大学などとの連携が不可欠である。

中小企業支援事業としては、これらの産業振興施策のうち、マーケティング支援や新

製品開発、起業支援、経営支援など、中小企業者に対して、直接的に経営指導を行うこ

とができる事業を担当する。

１．静岡市中小企業支援センター

本市では、昭和５５年３月１１日に設立された財団法人静岡産業振興協会（以下「協

会」という。）を平成１７年４月１日付けで中小企業支援法第７条第１項の指定法人に指

定し、都道府県等中小企業支援センターとして事業を実施している。

また、民間金融機関からの派遣職員であるプロジェクトマネージャー及び民間企業で

の経験を有し、公募により採用したサブマネージャーを協会に配置している。

この他、協会には起業者支援スタッフとして民間企業からの出向者を配置するととも

に、社団法人中小企業診断協会 静岡県支部からの推薦による経営相談スタッフを配置す

るなど、民間の協力を得ながら、中小企業者等と同じ視線に立ち、ニーズに合致した事

業を展開していくこととする。

平成２０年度についても引き続き協会が中心となって、本市における中小企業者及び

創業者の支援を実施する。

（１）指定法人の概要

① 法人の名称 財団法人静岡産業振興協会

② 所 在 地 静岡市駿河区曲金三丁目１番１０号

③ 設立年月日 昭和５５年３月１１日

④ 設 立 目 的 地域の中小企業の新製品・新技術等の研究開発、展示紹介及び

情報化の推進並びに創業の促進と経営基盤の強化を支援すること

により、地域産業の振興と経済の健全な発展に寄与することを目
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的とする。

⑤ 基 本 財 産 １０６億１,５００万円

⑥ 指定年月日 平成１７年４月１日 

（２）設置場所

創業・新事業進出に対する支援や次世代の産業を担う人材の育成、産学連携の推進

などを行うために静岡市が設置し、協会が指定管理者として運営している静岡市産学

交流センター内に設置した。

（３）プロジェクトマネージャー・サブマネージャー

① プロジェクトマネージャー等の配置

市センターが行う支援事業を効果的かつ効率的に実施するため、事業を一貫して

管理するプロジェクトマネージャー１名、プロジェクトマネージャーを補佐する者

として、サブマネージャーを１名配置する。

② 業務

プロジェクトマネージャー及びサブマネージャー（以下「マネージャー等」とい

う。）は、協会が行う支援事業が円滑に進むよう事業を管理するとともに、市内の

中小企業を積極的に訪問し、有望企業の発掘、悩みを持つ企業の掘り起こしと事業

指導、専門家への引き継ぎ等を行う。 
また、事業可能性評価委員会の委員として、専門家派遣事業の民間専門家の登録

審査や専門家派遣後の事後評価、中小企業支援センター実施事業の評価、ビジネス

プランコンテストでのプランの評価等を行う。 
なお、プロジェクトマネージャーについては、相談者の早期の問題解決や更なる

事業拡大・発展を目指すため、中小企業診断士が主体となり実施する窓口相談事業

をはじめとして市センターにおいて実施する企業等からの全ての相談案件を統括し、

必要に応じて市センター内及び他支援機関の支援メニューを紹介するなどの橋渡し

を行う。 

③ 選定基準・選定方法

マネージャー等は、民間企業出身者で、中小企業サイドに立ち、親身に相談に応

じるとともに、経営企画、マーケティング、事業計画、組織設計、原価管理、品質

管理、管理会計、人事戦略等の経営全般について幅広い能力を有する優れた人材を

選定する。なお、サブマネージャーについては、上記に加え、主に製造業系の専門

的知識・経験を有する者を選定する。

プロジェクトマネージャーについては民間金融機関出身者を迎え入れることとす

る。また、サブマネージャーについては民間から公募することとし、市センターに

設置する「事業可能性評価委員会」で適任者を選定し、１年間の業務を委嘱する。

なお、同委員会において業務実績についての評価を行い、適当と認められる場合に

は委嘱期間を更新するものとする。

（４）事業可能性評価委員会の設置

協会は、事業可能性評価委員会を設置し、専門家派遣事業の民間専門家の登録審査、

専門家派遣事業の専門家派遣後の事後評価、マネージャー等の選定、中小企業者等の経

営資源の確保を支援する特定支援事業の実施に必要となる事業の審査及び評価を行う。
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なおこれらについては、全て「事業可能性評価委員会」の名称により開催する。

また、本市及び市内の産業支援機関等で構成する協議会により運営されている創業

支援施設である「ＳＯＨＯしずおか」をはじめとする市内の産業支援団体との協力によ

り、ビジネスプランコンテストを実施し、ビジネスプランコンテストのヒアリング審査

及び最終審査会を実施するため「ビジネスプランコンテスト審査委員会」を設置する。

（５）中小企業との情報交流体制の整備

中小企業にとって利用しやすい産業振興施策等の情報提供を行うために、各行政機

関・団体などの協力を得て、これら各機関の様々な情報を一元化し、ホームページに

よる情報の提供を行うとともに、各機関が発行する各種セミナーや助成制度等の案内

チラシを市センターロビーに配置し、支援を必要としている企業等に対して利用しや

すい方法で支援情報を提供する。

（６）地域内の産業支援機関等との連携

① 県中小企業支援センター等の連携

本市には、県中小企業支援センターとして「財団法人しずおか産業創造機構」が

位置付けられているので、市センターと同じく中小企業支援を行う機関として緊密

な連携の下、効果的かつ効率的にサービス提供ができる体制を構築する。

具体的には、専門家派遣事業については、市センターにおいては経営全般・ＩＴ

系・マーケティング分野に特化して事業を実施し、技術系の相談等については、全

県的なネットワークを活用して専門家を抱えている県中小企業支援センターへの橋

渡しを行うものとする。

市センターにおいては窓口相談に重点を置き、地域の中小企業等に一番近い立場

を活かしながら地域内の中小企業の課題の掘り起こしに努め、掘り起こしを行った

課題のうち、県中小企業支援センターの得意とする部分については県中小企業支援

センターへの橋渡しを行う等、具体的な連携体制を構築することとする。

また、本市に所在する各支援機関等は、国の新規事業である「地域力連携拠点事

業」への申請を予定していることから、これらの機関が選定された際には、選定先

と速やかな連携体制の構築を図ることとする。

② 市内の支援機関との連携体制の構築

協会、商工会議所、研究機関、市等により中小企業支援機関等の創業及び中小企

業支援事業に関するイベントやセミナー等についての情報交換及び協議等を行い、

各支援機関の事業の効果的な推進と連携を図る。 

Ⅳ．中小企業支援事業の概要

１．事業成果の向上

（１）支援対象企業の選定方法、選定基準及び評価システム

支援事業は中小企業者の依頼に応じて実施するとともに、前述のとおり、マネージ

ャー等が市内の中小企業を積極的に訪問し、有望企業の発掘、悩みを持つ企業の掘り

起こしと事業指導、専門家への引き継ぎ等を行うこととする。

なお、専門家派遣事業の実施については、市センターに設置する事業可能性評価委

員会において審査することを原則とするが、必要に応じてプロジェクトマネージャー
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の判断による簡便な手続きを採ることもできるものとする。

また、支援を行った結果については、事業効果に関するフォローアップのため、支

援を受けた企業から報告書の提出を受けるとともに、必要に応じ、事後に対象企業に

対して電話等でヒアリングを行うこと等により事業効果の把握に努めるものとする。

なお、その結果については、事業可能性評価委員会による事後評価を行うとともに、

今後の事業実施方法改善のための基礎データとして活用する。

（２）事業広報等

市センターが行う支援事業の実施にあたっては、多くの中小企業者に事業を利用し

てもらうためにも、事業の内容等を広く広報する必要がある。このため、市センター

のホームページやメールマガジン等を活用した情報発信を行うとともに、関係する中

小企業等支援機関との連携による情報発信を行うものとする。

同時に、市においても市センターが行う事業について積極的に広報活動を行うもの

とする。

２．事業の概要 ４５，９０３千円（３６，１９８千円）

協会は中小企業支援事業として、以下の事業を実施するものとする。なお各事業の実

施に必要な経費については、協会に対し、市から補助を行うものとする。

（１）経営相談事業

① 窓口相談事業

協会において相談窓口を常設し、新分野への進出を目指す中小企業者等に対し、中

小企業診断士等で構成する相談員及びマネージャー等による相談、助言を行う。 

② 専門家相談会事業

常設窓口相談では対応できない専門的分野（法律･労務等）について、専門家によ

る相談会を実施する。

③ オンライン相談事業

インターネットを利用することにより、中小企業者等がいつでも、どこでも気軽に

専門家等による相談、助言をうけることができる。

（２）専門家派遣事業

中小企業者等が抱える様々な問題に対し、協会に登録する民間の専門家を企業に派

遣し、経営に対する質の高い診断助言等を実施する。

（３）支援体制整備事業

① 情報提供事業

中小企業者等に対し、支援策等の必要とされる様々な情報を、協会が構築するホー

ムページにおいて広く情報を提供する。

② プロジェクトマネージャー等支援人材充実強化事業

事業を一貫して管理するプロジェクトマネージャーを民間金融機関から受入れ、サ

ブマネージャーを公募により民間から採用し配置することにより、協会における中

小企業者への支援事業を効果的、効率的に実施する。なお、サブマネージャーには

製造業分野の専門家を配置するとともに、主に清水地区企業を担当するものとする。
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③ 事業可能性評価委員会運営事業

専門家派遣事業の事後評価、ビジネスプランコンテスト実施における審査等を行う

委員会の運営を行う。 

④ 支援担当者能力開発事業

協会の職員を各種研修及び講座に派遣することにより、能力の向上を図り、適切な

事業の立案・遂行及び中小企業者等への適切なアドバイスができるように育成を行

う。 

（４）新連携・地域資源活用プログラム等利用支援事業

経済産業省の進める「農商工連携」、「新連携」及び「地域資源活用企業化プログラ

ム」の事業において、本市での認定案件の輩出と国庫補助制度を利用した本市域にお

ける新製品･新サービス開発、事業化の加速･推進をしていくために、市中小企業支援

センターを始め、組織化支援を得意分野としている県中小企業団体中央会等の地域の

産業支援機関が連携し、連携体の構築、地域資源ビジネス化のための外部人材とのネ

ットワークの構築、申請までの課題抽出、申請書の記載方法等の指導を実施する。

（５）中小企業等販路開拓支援事業【今年度 新規実施事業】

良い商品を有しているにもかかわらず売り先に悩んでいる成長性の高い中小企業等

に対して、セールスレップ（営業代行）等の外部専門家を活用し、首都圏での販路開

拓に特化した支援（商品の見立て、売込み先の発掘・紹介）を行うなど、販路開拓能

力の向上と実質的な売上げに結びつけるための支援を実施する。

（６）中山間地域ビジネス展開支援事業【今年度 新規実施事業】

中山間地域の資源を活用したビジネスの展開を図ろうとする企業等（地域住民、グ

ループ等を含む。）を対象に、新商品開発や商品の販売展開（マーケティング）、イン

ターネットを活用した販売ビジネスなど、ビジネス展開に向けた各種支援を実施する。

（７）中小企業支援センター運営事業

中小企業支援センター事業等に係る事業の企画及び運営を実施するための「企画･事

業スタッフ」を配置する。

Ⅴ．その他の事業の実施体制と事業概要

本市では、市センターに加え、創業・新事業進出に対する支援や次世代の産業を担う人

材の育成、産学連携の推進などを行うために開設された「静岡市産学交流センター」、産

業の高度化、創業者の育成、新たな事業分野の開拓等を通じて産業の振興を図るとともに、

情報通信網を活用して市民生活の利便の向上を図るため設置した「静岡市清水産業・情報

プラザ」、クリエーターを育成、支援するとともに、その創造的な活動による新たな事業

の創出及び既存産業の高度化を図るため設置した「静岡市クリエーター支援センター」、

そしてＳＯＨＯ等の起業者に対する賃貸オフィスの提供や情報提供、交流促進を行うため

に、市及び市内の産業支援団体が参加するＳＯＨＯ推進協議会が設置した創業支援施設「Ｓ

ＯＨＯしずおか」をそれぞれ運営している。

なお、静岡市産学交流センターを全市的な産業支援拠点、静岡市清水産業･情報プラザを
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清水地域の産業支援拠点、クリエーター支援センターをコンテンツ産業支援拠点、ＳＯＨ

Ｏしずおかを広域的な起業者支援拠点と位置付け、市センターも含めてそれぞれ連携を図

りながら事業を実施することとする。

１．静岡市産学交流センター

本市では、創業・新事業進出に対する支援や次世代の産業を担う人材の育成、産学連

携の推進などを行うために、平成１６年９月、静岡市産学交流センターを開設し、起業

相談、経営相談・マーケティング支援、産学連携支援、情報提供、人材育成などの中小

企業支援事業を多角的に実施している。

本施設の指定管理者としては、市センターの指定法人でもある財団法人静岡産業振興

協会を指定し、事業を実施している。

（１）指定管理者の名称と設置場所

① 名 称 財団法人静岡産業振興協会

② 設 置 場 所 静岡市葵区御幸町３番地の２１ ペガサート６・７階 

（２）事業の概要 １２１，４２３千円（１１８，８５７千円）

① 起業者支援事業

ア．起業者育成施設ＳＯＨＯしずおかと一体となり、インキュベーションマネー

ジャーによる起業相談やセミナー・交流会等開催

イ．起業家による週末起業相談会の実施

ウ．小中学校等に対する起業家派遣事業の実施

② 経営相談事業

ア．起業支援スタッフが経営に関する初歩的な相談に応じるとともに、専門的な

相談については、中小企業支援センターの窓口相談や専門家派遣事業、専門

機関等への引継ぎを実施

イ．窓口相談者に対するフォローアップのため、ビジネスプラン発表のための相

談者等交流会の実施

③ マーケティング支援事業

ア．首都圏アーティストの発想を生かした製品開発支援「ランデヴープロジェク

ト」の実施

イ．静岡を中心とした産業の活性化を目的に、マーケティングの視点で研究、実

践に対する支援を実施

④ 産学官連携事業

ア．産学連携コーディネータによる大学と企業との橋渡しの実施

イ．大学の臨時出張相談窓口の開設

ウ．地域課題に係る産学共同研究委託の実施

エ．産学官交流会等の開催

⑤ 人材育成事業

ア．大学や中小企業の専門家と連携した「ビジネス支援講座」の開催

イ．コンテンツビジネスの集積など、特定の地域産業活性化プロジェクトに対し
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て、専門家の派遣やセミナーの共同開催などを実施

⑥ 起業家・中小企業に対する情報提供

ア．国、県、市、産業支援団体等の開催するセミナー及び助成制度等のパンフレ

ットによる紹介

イ．新製品の展示及び新技術の紹介

ウ．市内及び近隣大学の紹介

エ．同一ビル内に併設の市立図書館（ビジネス支援図書館）と一体となった情報

の提供

⑦ 静岡市産学交流センターの管理運営

ア．中小企業の新製品の発表、展示、ＩＴ化向上のための研修等に対する貸会議

室の提供

イ．大学の公開講座に対する会場の提供

ウ．中小企業のサポーター（専門家）に対する活動場所の提供

２．静岡市清水産業・情報プラザ

静岡市が産業の高度化、創業者の育成、新たな事業分野の開拓等を通じて産業の振興

を図るとともに、情報通信網を活用して市民生活の利便の向上を図るため設置した施設

である。

本施設の指定管理者として清水商工会議所を指定し、事業を実施しており、同商工会

議所が有する経営相談や地元企業等とのネットワークを活かしながら、中小企業の情報

技術導入や経営診断を受けるための相談窓口を開設している。

また、起業しようする人や異分野を目指す社内ベンチャー等が入居する３２室のイン

キュベーションルームを有し、社内ベンチャーの起業化、創業者の育成等を行っている。

（１）指定管理者の名称と設置場所

① 名 称 清水商工会議所

② 設置場所 静岡市清水区相生町６番１７号

（２）事業の概要 ８９，０３３千円（８９，６２６千円）

① 創業者支援事業

ア．創業者を対象としたセミナー・交流会の開催

イ．創業者・起業家向け講演会の開催

ウ．中小企業診断士等専門アドバイザーによる定期相談会（月２回）の実施

エ．市内の産業支援団体及び創業支援組織との連携の構築

② 産学官交流事業

ア．市内及び近隣大学と連携した産学官交流会（講演会及び懇親会）の開催

イ．企業・行政・大学の小規模単位の産学官交流サロンの開催

ウ．新製品開発を目指して、市内企業や大学等が創設した「しみず新産業開発振興機

構」への研究開発コーディネートの実施

③ 中小企業情報化支援事業
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ア．既存中小企業の情報化講演会の開催

イ．ＩＴコーディネータ等専門家による情報化定期相談会（月２回）の実施

④ 入居者交流事業

ア．インキュベートルーム入居者同士の交流を行うための入居者交流会・情報交換

会の開催

イ．他の支援施設利用者との交流

ウ．入居者の宣伝を行うための入居者発表会や各種産業関連フェアへの出展

⑤ 清水産業・情報プラザの管理運営

ア．パソコン等が利用できる研修室を中小企業等に対し貸会議室として提供

３．静岡市クリエーター支援センター

クリエーターを育成、支援するとともに、その創造的な活動による新たな事業の創出

及び既存産業の高度化を図るため本年１月に設置した施設である。

本施設の指定管理者としては、特定非営利活動法人しずおかコンテンツバレー推進コ

ンソーシアムを指定し、事業を実施している。

（１）指定管理者の名称と設置場所

① 名 称 特定非営利活動法人しずおかコンテンツバレー推進コンソーシアム

② 設置場所 静岡市葵区追手町４番１６号

（２）事業の概要 ７１，５３０千円（ － 千円）

① クリエーターの育成のための場の提供及び運営

ア．クリエーター育成室入居審査会の設置

イ．コンテンツビジネスに精通したコーディネーターによる、早期創業、事業化、

マーケティング、技術等に関する指導・助言の実施

ウ デジタルハイビジョン対応の映像制作・編集機器等の貸出

② クリエーターの技術等の向上に関する研修、講座及び講演会の開催

ア．海外クリエーター等によるコンテンツ関連セミナーの開催

イ．海外クリエーター等による研修会の開催

ウ．入居者、地域のクリエーター・専門学校生等の技術、創造性の向上を目的とし

た有料研修会の開催

③ クリエーターの創造的な活動の発表

ア．入居者の作品に関する展覧会の開催

イ．海外クリエーター等による展覧会の開催

ウ．地域のクリエーター、専門学校生の展示会等に対する指導の実施

④ クリエーター相互及びクリエーターと他の事業者の交流

ア．海外クリエーター等と、入居者、コンテンツ関連事業者等との交流会の開催

イ．入居者や地域クリエーターと地域の企業等との交流会の開催

ウ．入居者相互の情報交換会・交流会の開催

⑤ クリエーターの創造的な活動による新事業の創出及び既存産業の高度化に関する

研究に対する支援
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ア．入居者や地域のクリエーターと地域の企業との連携による新商品の開発、新事

業への取組み等に対する指導・助言の実施

イ．クリエーターや地域産業が自主的に行なうコンテンツを活用することによる既

存産業の高度化等に対する指導・助言の実施

⑥ クリエーターの創造的活動等に関する情報の収集及び提供

ア．収集したコンテンツ産業最新情報の入居者や地域のクリエーター、コンテンツ

関連事業者への提供

イ．ホームページ及び機関誌による、センター実施事業及び入居者の活動の県内及

び全国・世界への告

⑦ クリエーター支援センターの管理運営

４．ＳＯＨＯしずおか

ＳＯＨＯ事業者の社会的地位向上及び地域経済の活性化を図るため、市及び市内の産

業支援団体により設立された協議会により運営され、ＳＯＨＯ等の起業者に対する賃貸

オフィスの提供や情報提供、交流促進を実施している。

（１）協議会の概要と設置場所

① 協議会の名称 静岡県中部地区ＳＯＨＯ推進協議会（会長：静岡市長）

② 構 成 団 体 静岡市、静岡商工会議所、(財)しずおか産業創造機構、静岡情

報産業協会、清水商工会議所、静岡県中小企業団体中央会、

(財)静岡経済研究所、(財)静岡産業振興協会

③ 設 置 場 所 静岡市葵区紺屋町３番１０号 静岡中島屋ビル６階

（２）事業の概要 １５,０００千円（１５,０００千円）

① ＳＯＨＯ施設運営事業

ア．ＳＯＨＯ事業者等に対して業務用オフィス（１３室）を賃貸

イ．サポートスペースの管理運営

② ＳＯＨＯ支援事業

ア．ＳＯＨＯ事業者、起業者及び中小企業者等を対象とした各種相談事業の実施

イ．ＳＯＨＯしずおかブレークスルーセミナー（講演会）及び交流会の実施

ウ．インターネットサイト「しずおかＳＯＨＯクラブ」の運営

エ．「ＳＯＨＯしずおかビジネスプランコンテスト」の開催

５．その他の事業の概要

（１）中小企業の新事業展開支援

① ニューウェーブ「しずおか」創造事業 ５，１６３千円（１０，２３７千円）

メーカーと地元デザイナー及び公募デザイナー等が共同で静岡の特色を生かした

家具等の製品開発を実施する。

② 新商品等開発事業 ４，０６９千円（３，０６９千円）

製造業を営む中小企業者及び中小企業団体に対して、商品開発経費の一部の補助

を実施する。
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③ 各種展示会開催等助成事業 ４４，７２０千円（３８，９２０千円）

新作家具、プラスチックモデル中心のホビーショー、履物・サンダル見本市等の

展示会開催に対する事業を実施する。

④ 大規模展示会出展等支援事業 ２０,０００千円（２０,０００千円）

市内で製造業を営む中小企業者が製造する製品の販路開拓を支援するため、全国

的な規模の展示会・見本市の開催・出展する費用の一部を補助する。

（２）中小企業の人材確保・育成

① クラフトマンサポート事業 ９，３６６千円（１０，５６６千円）

ものづくりに関わる総合的な知識を持った次世代を担う人材の育成を図ることに

より、地域産業の活性化と後継者育成に結びつけるための事業を実施する。

② 伝統工芸技術保存講習会事業 ２,０８６千円（２,０８６千円）

伝統工芸産業に従事している若手技術者が高度な技術を修得するための講習会を

開催する事業を実施する。

③ 静岡ものづくり相談事業、デザイン振興事業 １，８１６千円（１，８６９千円）

アドバイザー派遣や学識経験者、民間企業者等を講師に、地場産業界を対象に講

習会、講演会、研究会等を開催する。

（３）中小商業振興支援

① 商店街環境整備事業 ２２，０００千円（２０５，０７５千円）

商店街が行う環境整備事業（アーケード、街路灯等の設置）に対して、助成を実

施する。

② 商店街イベント振興事業 ２２，５００千円（２２，５００千円）

商店街と消費者との触れ合い、相互理解の機会を広げるため、まつりやイルミネー

ション、各種コンクール等、商店街団体が行う地域ぐるみのイベントに対して助成

を実施する。

③ 商店街トータルサポート事業 ３，０００千円（－千円）

商店街が行う、少子・高齢化や情報化等の社会的変化に対応し、商業及び地域社

会の活性化の推進を図る事業に対して助成を実施する。

④ 中心市街地にぎわい創出事業 ４，６５０千円（３，６００千円）

中心市街地の区域内において、商店街が創意工夫し、地域の特色を活かしてイベ

ントを実施することにより、にぎわいを創出して商業の振興と中心市街地の活性化

を推進する事業に対して助成を実施する。

⑤ まちなか商業実験事業 １，４００千円（１，９００千円）

個店の魅力向上、商店街情報の積極的な発信及び高齢化社会に対応したサービス

事業の研究に対して助成を実施する。

⑥ 商店街空き店舗総合活用支援事業 ５，０００千円（３，９００千円）

商店街が行う、空き店舗を借り受け、活性化施設として活用し又は小売業者を入

居させるなどの事業に対して助成を実施する。


