報道資料

（ 令和２ 年10 月９ 日発表）

「 第３ 回 静岡市新現役交流会」 を開催し ます！
〇 経営課題を抱える中小企業と、 豊富な経験・ 知識を有する企業
OB 等（ =新現役） とのマッ チングを目的とした交流会です。
〇 本市、 焼津市、 しずおか焼津信用金庫、 静清信用金庫、 株式会
◆ アピールポイント
社静岡銀行が、 官金連携により 、 地方創生に取り 組みます。
〇 本年度初めてオンライン面談方式を採用し、「 新し い生活様式」
に対応した新しい形のマッ チングイベント として、地域経済の活
性化、 人材還流の実現を目指していきます。
◆ 開催日時

令和２ 年1 0 月1 6 日（ 金） １ ０ 時０ ０ 分から１ ７ 時３ ０ 分
・ 静岡会場（ 企業） と東京会場（ 新現役） または新現役の自宅等を
「 Zoom」 で繋ぎ、 オンライン面談を実施

◆場

所

・ 静岡会場（ 企業）： 静岡市産学交流センター「 B-nest」
（ 静岡市葵区御幸町３ －2 1 ペガサート ６ 階）
・ 東京会場（ 新現役）： シェ ア&レンタルオフィ ス「 MICAN」
（ 東京都品川区大井１ －６ －３ アゴラ大井町ビル ３ 階）
【 交流会の概要】
・ １ 社につき最大７ 名の新現役と面談し、 各新現役から企業に対し
て経営課題に対する支援施策（ 解決策） の提案がされます。
・ 企業、 新現役双方が希望した場合、 後日２ 次面談を実施し、 支援
内容に合意した場合はマッ チング成立となり、新現役による企業
支援が開始されます。

◆ 内容な ど

・ 第１ 回、 第２ 回の交流会では、 マッ チング率が５ 割を超え、 参加
した企業、 新現役から高い満足度を得ており ます。
【 参加企業】 静岡市又は焼津市内の中小企業 ２0 社
【 参加人材】 豊富な知識・ 経験を持ち、 意欲に溢れた新現役 99 名
【 主催】 静岡市
【 共催】 関東経済産業局、 焼津市、 しずおか焼津信用金庫、
静清信用金庫、 ㈱静岡銀行
【 協力】 一般社団法人新現役交流会サポート 、 ソフト バンク㈱

別紙資料

有 ・ 無
【 問合せ】 産業振興課 工業振興係（ 清水庁舎５ 階）

是非取材をお願いします！！

担当 水野、 福地
電話 ０ ５ ４ －３ ５ ４ －２ ０ ５ ８

新現役交流会
あなたの会社の課題解決に
豊富な知識・経験・ネットワークを持つ新現役人材を
支援機関・アドバイザーがマッチングします。
新現役
（マネジメントメンター）

中小企業

マッチング
「生産」「技術」「販路拡大」などの
経営課題があるが、
社内に人材やノウハウがなく、
専門的なサポートが欲しい
中小企業。

支援機関＆
新現役アドバイザー

現役時代に培った高度な知識や豊富
な経験、ネットワークなどを中小企業支
金融機関等の支援機関が、
援に活用したいという意欲に溢れ、関
会社の課題解決に最適な新現役を人選、 東経済産業局の新現役DBに登録して
マッチングできる機会として交流会を開催。 いる企業OB。

新現役交流会の特長
1 新現役（ 企業ＯＢ） 人材のノ ウハウ等を活用し、 自社のみでは対応できなかった
経営課題の解決が期待できます。

新現役の実践的な支援で、 ご相談企業様の課題解決の取組みへの理解が促進され、

2 社内人材の育成にも繋がり ます。

事前に身近な支援機関職員と新現役アド バイザーが経営課題を整理、 新現役交流会を通じ
て、 最適な新現役を選定できるので、 マッ チングにより 課題が明確になるとともに、 課題
解決に繋がる人材に出会えます。

3

ご利用の流れ
フォロー

関東経済産業局との連携
1

企業ニーズの
聴き取り

新現役アドバイザーが支援
機関と一緒に、中小企業の
支援ニーズを聴き取ります。

2 新現役交流会の
2
開催

経済産業局が、新現役に中
小企業の支援ニーズを連絡
し、支援機関が新現役交流
会を開催します。

3

企業と新現役の
マッチング

交流会の結果を踏まえ、新現役
と経営者が2次面談を行い、支援
内容等を詳しく確認し、支援を受
けるかどうか決定します。

4 個別支援
具体的な支援を
開始します。

新現役交流会の仕組み

マッチング参加
ニーズ
聴取り

中小企業

マッチング参加

新現役交流会
静岡市・焼津市
実施
しずおか焼津信用金庫・静清信用金庫
静岡銀行

連絡

経済産業省
関東経済産業局

アドバイザー

新現役
データベース

支援可能分野
支援可能分野の例
①経営企画・戦略立案

経営戦略の立案、新規事業の進出計画策定、後継者育成、
環境対策、リスク管理、ビジネスプラン、企業間連携、事業承継、
企業再生、ＩＰＯ・資金調達

②海外展開・国際化

海外市場の開拓、工場移転、輸出入業務
経営情報システムの導入、新ソフトウエアの開発、
イントラネットの整備、セキュリティ対策、パソコンの有効活用
販路開拓、商品開発、市場調査、販売促進、ＣＩ、広告宣伝、
店舗開発、多店舗展開

③情報化・ＩＴ活用
④販売・マーケティング

高度専門的な
支援課題

⑤技術・製品開発

新製品開発・設計、技術開発・点検・保守、固有技術

⑥生産管理

生産計画、工場内工程管理、品質管理、コスト削減、ＩＳＯ認証取得、小
集団活動、工場立ち上げ

⑦物流管理

製・配・販の一体化、流通コストの削減、倉庫管理、コンピュータ化
資金調達、資金管理、利益管理、原価管理、決算手続き、増資、
監査、コンピュータ会計 等
定年制、賃金・退職金、就業規則、社会保険、人材開発（社員教育・能
力開発）、派遣社員・パートの活用策、労働安全衛生管理、採用
会社設立・分割・合併、企業法務全般、債権回収、
特許・実用新案・商標・意匠出願、知的財産権
購買管理、建築、不動産管理、観光振興、農林水産業振興、
医療・福祉・介護サービス、省エネルギー

⑧経理・財務管理
⑨人事・労務管理
⑩法務・特許
⑪その他

活用例

新現役の研修により、社員のスキル
アップと新製品開発
Ｔ社は、小型金属部品の切削加工の下請企業。受注減少
のため、自社製品の開発を検討開始したが、製品開発の
ノウハウがなく、製品開発が滞っていた。大手メーカーで製
品開発・知財部門で勤務していた新現役が交流会を経て
支援を開始。マーケティング手法、製品開発の考え方を伝
授するなど支援。
社員のスキル向上と、自社製品の開発に繋がった。

新現役の人脈を活かした営業支援で
売り上げアップ
旅行代理店ＯＢの新現役による老舗割烹の支援。新現役
が、プレゼンテーション能力向上に係る社員教育とともに、
現役時代の人脈を活かした旅行代理店へのピンポイント営
業支援を実施。観光バスが立ち寄り、観光客が増加。その
後、メニュー作りも支援。
売り上げの増加とともに、営業スキル向上に繋がった。

●お問い合わせ
静岡市 新現役交流会事務局
(静岡市 産業振興課 工業振興係）
TEL: 054-354-2058
マネジメントメンター・新現役交流会について
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/management_mentor.html

社会・人材政策課
TEL：048-600-0274

