誰でも、お気軽にご相談いただけます！
ビジネスコネクトふじのみやについて

「ビジネスコネクトふじのみや」
は、
これから事業者になろうと思っている方や、既に事業を始めている方のための総合相談窓口です。富士宮

起業・創業・事業者

市・富士宮商工会議所・芝川商工会及び富士宮信用金庫の4者による産業振興に関する連携協定に基づき、
それぞれの機関の窓口で実施して
います。
創業を考えている方のスタートアップの支援や、
事業者の皆様が抱える様々な問題について、
訪問や窓口相談、
電子メール等多様な方
法でサポートし、
課題を吸い上げ、
解決策の提案等を行っています。
また、
事業支援のセミナーも開催中です。
いずれも定員制・参加無料。
事前
申込が必要となります。
今年度の詳細が決まり次第WEB等にて申し込みを開始いたします。
ご参加お待ちしております。

2021年度の実績 (2021年4月〜2022年3月)

Q どんな相談が多いの？

［相談件数］

4,756件

＊個人事業者、
創業希望者、
中小企業、
大企業含む

1日あたり約 13 人
新規相談、再相談も含み1年間で実に多く
の相談をいただきました。

1位

補助金相談

２位
３位

Q どんな業種が多いの？
1位

宿泊業・飲食サービス業

税務関係の相談

２位

製造業

金融関係(融資等)の相談

３位

卸売業・小売業

4位

販路開拓

4位

建設業

5位

経営相談

5位

生活関連サービス業

その他にも、創業相談、設備投資の相談、情
報収 集、ビジネスマッチング、事業 承 継等、
様々な内容の相談をいただいております。

その他にも、サービス業、農業・林業、運輸業、
専門技術職と続き、
様々な業種から相談が寄
せられています。

今年度のイベント予定
今年度のセミナー開催予定

事業承継セミナー開催

創業支援セミナー(前期)

9月

女性創業支援セミナー

9月〜11月

事業承継セミナー

9月14日

知財セミナー

11月

創業支援セミナー(後期)

1月

夏休み自由研究体験講座

9月14日(水)

開催日：
時

間：18時〜20時(受付は17時30分〜)

会

場：大富士交流センター集会室1

定 員：50名(先着順・会場受講の定員は30名)

静岡県東部地域局では、夏休み期間中、
静岡県東部地域に住む小学校4〜6年生
を対象に、
富士宮市内の企業を訪問(職業
体験あり)して、
地元の魅力ある企業を知り
理解を深めるイベントを計画しています。
参加をご希望の方はぜひお早めにチェック
してみてください！

事業承継についてのセミナーを9月14日
に行ます。7月からビジコネWEBサイトに
て電子申請による予約が可能となります。 お問い合わせ/ 静岡県東部地域局
ご参加ください。
tel.055-920-2063

毎月第4火曜
無料相談会を開催中！
創業をしたいけれど何から始めたらよいのか分からない、
創業をしたけれど今の状態でよいのか分からない等、創業
に関するお悩み・ご相談がある方を対象に、経営指導員に
よる相談会を毎月開催しています。創業に関することでし
たらどんなことでも構いません。
お気軽にご相談ください。

富士宮市では、月に１度弁理士による知的財産 (権利侵害、
特許・商標等出願等)に関する相談会を開催しています。
専門的な内容はもちろん、
自身のアイデアについてもお気軽
にご相談ください。
相談対応/塩川修治弁理士

日 時 毎月第4火曜日

日 時 毎月第4金曜日 15時〜17時

場 所

場 所

10時〜15時（1件1時間、全4枠）

（1件30分、
全4枠）

富士宮市役所 市民相談窓口(1階)

経営指導員は富士宮商工会議所職員か芝川商工会職員

予約優先 ☎0544 -22-1295

お電話もしくは
QRのWEBサイトより
ご予約ください。

誰でもお

富士宮市役所 市民相談窓口(1階)

相談にはご予約が必要です。

完全予約制 ☎0544 -22-1295

お電話もしくは
QRのWEBサイトより
ご予約ください。

公式WEBサイトより各種無料相談の予約ができます。詳細も掲載しておりますのでご覧ください。

起業サポート

各種補助金

集客のアイデア

金融相談

人材育成

新商品・製品開発

経営相談

販路開拓

IT化

事業承継

TOPICS

公式webサイトにて
最新情報を随時更新中！
コンテンツ盛り沢山！
https://bizconnect-miya.com
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知的財産のことは
弁理士に相談しよう！

チャンネル

創業者・事業者支援情報

異業種の経営者を招いて
創業ディスカッション!
公式WEBサイト

公式LINE

公式YouTubeチャンネル

ビジコネ利用者インタビュー

無料相談会開催情報

2

VOL.

ビジネスコネクトふじのみやはあなたのチャレンジを応援します。

あなたの夢・未来へコネクト！
ビジネスコネクトふじのみやでは、
これまでに市内で活躍するたくさんの創業者・事業者の方からご相談をいただき、
支援・サポートを行ってきました。
ここでは実績例としてご利用いただいた4名の方をご紹介します。

サポート内容

地ビールの開発と販路拡大をサポート、
ものづくり補助金にて充填機とラベラー購入。

iew
Interv
( 株式会社 FARMENT)

深澤 道男 さん
Fukasawa Michio

サポート内容

3つの補助金を活用し、設備導入と新事業のDIY教室の立ち上げをサポート。

iew
Interv

者の声
DIY教室 利用

建築工房

村上 法和 さん
Murakami Norikazu

相談をすることで自分の考えがまとまって、
さらに良いアイデアが生まれることもあります。
現在けんちく工房 紬では、リフォーム・リノベーション・中古住宅診
断などを主に行っています。数年前までは新築一本でしたが、コロナ禍
の影響や、着工数の減少もあって「もう伸びることはない」と考えるよう
になりました。だったらいち早く転換しようと住宅診断士の資格を取得
して中古住宅診断を業務の一環として取り入れ始めました。
その後も業務拡充は常に考えていて、知り合いの会社から「こんな補
助金があってこんなことが出来るよ」と教えてもらい、芝川商工会の方
を紹介していただき、
様々な支援制度を案内していただきました。
まず、
支援制度を活用して大型のパネルソーという機械を導入しまし
た。その機械を購入するには建物を建てて機械を入れることが前提
だったのですが、
芝川商工会の方からアドバイスをいただいて新規事業

としてDIY教室を新築して始めることが決まりました。結果、それぞれ違
う3つの補助金を利用させてもらい、お金に関しても余裕ができ、細かな
部分までこだわれるようになったので理想の形ができました。
先日、DIY教室のオープンに先
がけて体 験会を行ったのです
が、受講者さんからも喜びの声
をいただき、良いスタートがで
きたと思います。DIYに興味が
あるけど、一歩を踏み出せない
でいる方はぜひ、DIY教室を利
用してみてください。
〒418- 0075 富士宮市田中町 944

☎ 090 - 4443- 0134( 日中のご連絡はこちらまで )

品質を変えないために、
変えるべきことを変えていくということ。
私達は、大麦・ホップを自社で収穫し、水も富士山の伏流水を浄化し
て使用して、酒造に必要なものは、出来る限り自社原料を使用し製造
を行っています。もともとはビールを樽でおろしたり、タップルームでの
販売する形態で、ある程度メディアに取り上げられたりもしました。た
だそのやり方だと認知はされても飲みに来てくれるまでに至らなかっ
たんです。そうなると必要なのが最低限の流通で、そのために必要に
なってくるのが充填機とラベラーだったんです。
以前は一本一本ビアガンで注いで蓋をして洗って拭いてラベルを
貼って手書きして...という作業を手作業してました。そこを何とか機械
化するために芝川商工会さんに相談して補助金の申請をサポートして
飲食店で高級なイメージを持ってもらうことを目的とし
もらいました。

サポート内容

た瓶での販売でしたが、配送コストやゴミのことを考えると圧倒的に缶
で流通させた方が効率がいい。
そのための充填機とラベラーでしたが、やっぱり機械はすごい！というの
が最初の感想です。生産性が
桁違いだし、無 農 薬で材料を
作ったり、買えば済むものを自
分たちの手で作りだすという事
だけは絶対にブレずに、品質の
良いものを効率的に流通させる
という目的が達成できました。

外観
タップルーム

〒419-0303 富士宮市大鹿窪 1428-1
［浅間大社タップルーム］富士宮市宮町12-2 いちふくコーポ1F
営業日時：17:00〜23:00 (金) / 13:00~23:00(土) / 13:00~20:00(日)

空き店舗を活用する空き店舗補助金の申請、及び申請のための事業計画をサポート。

iew
v
r
e
t
n
I
La maman
plus
女性のための整体室

八塚 千陽 さん
Yat suzuka Chiharu

サポート内容

iew
Interv

株式会社

新しい重機の導入にあたり、
ものづくり補助金の申請や事業計画書の作成をサポート。

藁科組

藁科 信之介さん
War ashina Shinno suke

ICT建機の導入にあたりビジコネに相談。
事業拡大のあしがかりを作ってもらいました。
藁科組では、建設業の中でも土木工事をメインに行っています。道
路・河川農地整備などを行っており、他にも橋梁補修などの受注もあ
ります。割合としては、公共工事が多いです。支援を受けるきっかけ
ですが、藁科組では今後、より規模の大きな公共工事を行うために
最新機器の導入を検討していました。そこで、過去の補助金の採択
結果を調べていたら、ICT建機が採択された結果を見つけ、富士宮信
用金庫の上野支店に相談しに行ったのがきっかけです。
ICT対応の建機というのは、情報通信技術を取り入れた重機のこ
とです。今回導入した建機はICT対応バックホウという建機に3次元
設計データを取り込み、掘削等の操作ガイドや操作コントロールを
行ってくれる最新の重機です。今後は人材の高齢化や人材不足、人材

の定着が難しかったりする中で、建機の発展はそういった面の解消に
も役立ってくれていると思います。
今回はコーディネーターの安川さんにサポートしていただき、申請に
必要な書類の制作には大変助
力いただきました。打ち合わせ
もとてもスムーズで、やっぱり
専門家にお願いして正解でし
た。申請のための知識も豊富だ
し、何より頼れる存在で本当に
心強かったです。
自社農場
藁科組施工の

色々な人に頼るようになると、
解決できることや見えてくる景色があります。
女性のための整体室 La maman plusを大宮町に開店しました。も
ともと、空き店舗再利用のための支援を様々な自治体で行っているこ
とは知っていて、まずは富士宮市役所のホームページを調べることか
らはじめました。
そこで商店街の空き店舗補助金を知り、
商店街なら街
の活性化にも役立つ。とっても興味深くて、チャレンジし甲斐があると
感じて、さっそく市役所に相談に伺いました。すぐにいくつか店舗の候
補を出して頂きこのお店を選んだのですが、決め手は商店街の会長さ
んがすごく良くしてくださって、駐車場もあるし、店内も広くてイベント
やワークスペースとしても使えると考えここに決めました。
補助金については、市役所から富士宮商工会議所を紹介していただ
き、
指導員の方にサポートしていただきました。
びっくりするくらいサク

サク進めてもらい本当に助かりました。一番大事だけど一番面倒な資金
面ではかなりお世話になりました(笑)。正直わからないことが多すぎて、
自分がやろうとしていることが難しいことだという事すらわかっていな
かったですね。
お店を一つオープンさせると
いうことはすごくお金やエネル
ギーがかかることですし、いろ
いろな方のお力やサポートなし
ではこのお店はありえなかった
です。悩みのある方はぜひ相談
してみることをお薦めします！
妊活雑誌にも取り上げていただきました！
［完全予約制］

〒418-0066 富士宮市大宮町7-15

☎ 080 - 4223- 4103 (受付時間：火〜土 9：00〜18：00)

ビジネスコネクトふじのみやご利用の流れ

お問い合わせ
フォームは
こちら

「お電話」
または
「お問い合わせフォーム」
「
、公式LINE アカウント」
のいずれかよりご連絡ください。
その際に簡単なご相談内容を
伺います。
お問い合わせフォームより問い合わせ頂いた方には、
担当の職員から後日ご連絡いたします。

〒418-0115 富士宮市精進川 355

☎ 0544-58-0432

富士宮市 商工振興課：0544-22-1295/富士宮信用金庫(お客様相談部)：0544-27-3344/富士宮商工会議所：0544-26-3101/芝川商工会：0544-65-0273

