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少子高齢化の進行やグローバル化の進展等，国内外において様々な課題に

直面し，地域間競争も激化している現在，これらの激しい状況に適切に対応

し，県内産業の活性化を図ることが急務である。

そのため，平成 16 年 3 月に制定した産業活性化推進条例に規定する基本方

針に基づき，産業の活性化のための各種施策を総合的に展開し，競争力あふ

れる「産業大県づくり」を推進する。

平成 20 年度の基本方針

＜基本方針＞

◎ 創業及び新たな事業の創出等の促進

◎ 中小企業の経営革新の促進及び経営基盤の強化

◎ 産学官の連携の推進，企業の事業環境の整備等

◎ 企業の事業活動を担う人材の育成及び雇用の確保

＜施策展開の方向＞

○科学技術を活かした先端産業の育成

○産業拠点の競争力向上と企業立地の促進

○ものづくり産業の育成

○ベンチャー企業の育成と新たな事業展開への支援

○地場産業・特産品の育成

○魅力ある商業・サービス産業の育成

○商業・サービス産業の育成

○中小企業の経営力の強化

○産業を支える人材の育成

○雇用・就業環境の整備

○魅力ある観光の推進

○いばらきブランドの確立
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第１ 平成 20 年度の基本方針

人口減少が進み「地域間格差」が顕在化するなか，地方を取り巻く環境は依然として

厳しい状況にある。このような中で，本県の景気・雇用の根幹を支える中小企業におい

ては，独自の技術・製品開発や販路の拡大の取組を行う等競争力を強化することが重要

となっている。

このため，県では，中小企業の多様な資金需要に対応する融資制度の拡充・強化等資

金面における支援，中小企業等の経営等に関する総合的な相談体制の充実，経営革新の

促進及び経営基盤の強化，新製品・新技術開発の助成や産学官の連携による共同研究を

より一層進めるとともに，製造から販売まで一括して行うものづくり連携体の構築促進

に取り組む。

また，本県には，日立を始めとした高度なものづくり技術やつくばの科学技術，東海

村に年内に稼動予定の世界最先端の研究施設「Ｊ-ＰＡＲＣ（大強度陽子加速器施設）」

等があることから，これらの強みを最大限に活かした新事業・新産業の創出促進に努め

る。

さらに，県と産業界が一体となり本県中小企業に蓄積されている高度な技術力や本県

立地の優位性を県外に対し積極的にアピールし，県内企業の販路拡大に結び付けるとと

もに，商社ＯＢ等の専門家を活用し，県内の中小企業に不足しがちな営業や販売，製品

開発に対してきめ細かくコーディネートすることにより，厳しい地域間競争を勝ち抜け

る自立性と創造性に富んだ足腰の強い中小企業の育成を図る。

第２ 事業の実施体制

本県の中小企業支援事業においては，意欲的な中小企業者等の創意工夫を尊重し，そ

の自主的努力を支援するように，次のような事業実施体制の整備・充実を図り，積極的

な事業展開を行うものとする。

なお，中小企業支援事業は，茨城県中小企業支援センター（以下「中小企業支援セン

ター」という。）等各支援機関の機能の充実を図るとともに，これらの支援機関相互の

連携協力により中小企業者等が活用しやすい施策を展開できるように努めるものとする。

１ 本県の実施体制

本県では，地域経済及び地域産業の実情に応じた特色ある事業の実施に努めるとと

もに，商工会・商工会議所等と連携協力し，中小企業者に対するワンストップサービ

スの提供に努める。
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２ 中小企業支援センターの実施体制

本県では，中小企業等への経営の相談・助言，情報の提供，あっせん等の事業を

総合的に実施するため（財）茨城県中小企業振興公社を中小企業支援センターとし

て指定している。

また，同公社を中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成 11 年法律

第 18 号）第 26 条第１項に基づき中核的支援機関として指定していることから，同

法第 25 条第１項に規定する事業環境整備構想と連携した計画を進める。

(1) プロジェクトマネージャー等配置

中小企業支援センターが行う中小企業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を１名配置するとともに，

専門的な面から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

２名を配置する。

さらに，企業経営について専門的な知識・経験を有する者をコーディネーターと

して配置するほか，技術の専門家である総括テクノエキスパート等と連携を図るこ

とによって，サブマネージャーの機能を代替することとする。

(2) 専門家会議の開催

中小企業者や創業者で，具体的な事業計画を有する者の求めに応じて，その事業

化の有望性，技術の先端性，ノウハウの独自性や発展性等について評価するととも

に，診断助言等を希望する中小企業等の審査及び事後評価等を行うため，専門家会

議を設置する。同会議は，プロジェクトマネージャーに加え，中核的支援機関のコ

ーディネーターやマネジメントエキスパート，総括テクノエキスパート等の各分野

に精通した民間専門家等により構成する。

(3) 中小企業との情報交流体制の整備

（財）茨城県中小企業振興公社では，中小企業との情報交流のため，ホームペー

ジ上での受発注情報や企業情報等の各種データベース等の情報提供を行うとともに，

インターネットへの接続サービスやホームページ作成・掲載サービスを行う「茨城

県中小企業情報化支援システム（ＩＩＳ-ＮＥＴ）」を運用しているほか，情報誌

「Ｗｉｎｇ21 いばらき」による情報提供を行っている。

その他，総合相談窓口を通じた相談受付や各種研修，専門家の派遣等を通じて，

県内中小企業との交流を密接に図っていく。
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３ 中小企業関係団体の実施体制

(1) 商工会・商工会議所

商工会及び商工会議所は，当該地区内の小規模事業者の経営の改善発達を図るた

め，個別の相談・指導事業を中心とした経営改善普及事業を実施するものとする。

商工会及び商工会議所は，経営改善普及事業を円滑かつ効果的に実施するため，

経営指導員等を配置する等実施体制の運営を支援するとともに，経営指導員等が経

営改善普及事業に専念することができるよう，一般管理事務の責任者として事務局

長等を配置し，商工会及び商工会議所の事業環境整備を図るものとする。

(2) 茨城県中小企業団体中央会

茨城県中小企業団体中央会においては，県内の組合等の設立指導や組合の運営を

支援するための情報提供，調査研究等の事業を実施するものとする。

(3) 茨城県商店街振興組合連合会

茨城県商店街振興組合連合会においては，商店街振興組合等の運営等の支援及び

商店街の活性化のための支援を行うものとする。

(4) 関係支援機関との連携

地域の中小企業関係団体においては，地域の実情に合わせ，各団体において適切

な支援体制の整備を構築するとともに，県等と緊密に連携し，中小企業者等の多様

なニーズにきめ細かく対応した事業の実施に努めるものとする。
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第３ 事業の概要

１．中小企業の経営の革新及び創業の促進

（１）経営革新支援

１）経営革新支援事業 2,479 千円（2,479 千円）

新商品の開発や販路拡大などの中小企業の経営革新への取り組みを促進するた

め，法に基づく経営革新計画の策定等を支援する。

２）産業活性化トップセミナー 481 千円（489 千円）

県内の中小企業経営者を対象に産業活性化を目的としたセミナーを開催する。

（２）その他

①ものづくりの振興，技術力の強化支援

１）茨城マグネシウムプロジェクトプロジェクト事業化支援事業

7,920 千円（10,474 千円）

本県ものづくり産業の高度化を図るため，軽量でリサイクルが容易な次世代の

有望材料であるマグネシウムについて，中小企業による製品提案・受注活動を支

援するとともに，オリジナル技術の開発を推進する。

２）中小企業テクノエキスパート派遣事業 25,049 千円（31,532 千円）

中小企業の新技術・新製品開発等を支援するため，大企業のＯＢ等を専門家

（テクノエキスパート）として，中小企業の生産現場に派遣し技術支援等を行う。

３）産業デザイン普及促進事業 3,453 千円（3,495 千円）

デザインフェアやデザイン研修を行うことで，県内企業のデザイン開発への意

識の向上を図る。

４）デザインセンター事業 31,476 千円（38,021 千円）

中小企業が製品の付加価値を高めるとともに，市場のニーズにマッチングした

製品の開発を行うために，デザインセンターを設置し，デザインアドバイザーに

よるデザインによるデザイン相談を行う等企業のデザイン開発能力の向上を図る。

５）デザイン開発支援事業 1,985 千円（2,048 千円）

企業とともに専門家を交えた市場の動向や消費者ニーズを的確にとらえた製品

開発に向けたワーキングを行い，企画からデザイン，試作評価までのデザイン開

発の総合的な支援を行う。
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６）つくば産業支援事業 1,294 千円（1,848 千円）

筑波研究学園都市の研究集積・知的財産を活用して，つくばをベンチャー・新

事業創出や知識産業集積の拠点とするため，産業フォーラム等を開催し，産学官

連携による共同研究等の促進を図る。

７）県北臨海地域活性化プロジェクト 25,488 千円（新規）

県北臨海地域のものづくり産業の活性化を図るため，同地域の大学や産業支援

機関と連携し，人材育成，技術力強化，経営力の向上を促進する。

８）オンリーワン技術開発支援事業 19,546 千円（21,525 千円）

独自技術（オンリーワン技術）を保有する企業を育成するために，県工業技術

センターにおいて技術課題ごとの技術提案活動や具体的な開発テーマについての

共同研究，受託研究を実施し，中小企業の技術開発を支援する。

９）新製品開発支援事業 3,688 千円（35,267 千円）

意欲ある中小企業の自社ブランドの確立や新分野進出等を促進するため，新技

術・新製品の開発，販路開拓に対して支援する。また，茨城県菓子工業組を中心

とする「いばらきのお菓子づくりプロジェクト」の推進に係る経費の一部を補助

する。

10）地場産業等総合支援事業 8,149 千円（8,650 千円）

新たな事業展開を図る積極的な組合や中小企業が，新製品開発のための需要調査

や研究開発，展示会や見本市への参加などを行う場合に要する経費の一部を補助

する。また，地域住民と生産者が一体となった地域づくり研究会が実施する，農

産物などの地域資源を活用した新製品開発等を支援する。

11） 筑波西部地域石材産地活性化事業 3,350 千円（5,876 千円）

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法に基づき，進出計画，進出円滑化計画

の承認を受けた組合業者等が行う新技術・新製品開発や製品の販路開拓等の新規

分野進出事業に対して助成する。

②創業支援事業

１） 総合相談窓口運営事業 58,921 千円（64,310 千円）

ベンチャープラザ（中小企業支援センターに設置する総合相談窓口をいう。以

下同じ。）において，コーディネーターや経営・技術の専門家が，創業者や新分野

進出を目指す中小企業の様々な相談に一元的に応じるとともに，技術シーズ，人材
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情報等各種の情報を提供する。

２）専門家会議の開催 3,470 千円（3,489 千円）

ベンチャープラザに専門家に外部委員を加えた専門家会議を設置し，創業者，

創造的な事業活動を行う中小企業者等からの求めに応じて，事業化に向けてのシ

ーズの有望性，技術の先進性，ノウハウの独自性，事業の発展性等に関する事業

の可能性について評価を行う。

３） ビジネスプランコンテスト開催 2,560 千円（3,560 千円）

創業及び新事業展開を考えるベンチャー企業によるビジネスプランのコンテス

トを開催し，優秀なプラン等に関しては，投資・融資機関等とのマッチングの機

会を提供する。

４）女性企業家育成支援事業 546 千円（546 千円）

県内の企業を志す女性を対象に，企業に必要なノウハウの習得を目指すセミナ

ーを開催する。

５）つくば創業プラザ運営事業 6,694 千円（9,466 千円）

創業を目指す者やベンチャー企業，新分野に進出を目指す者に対して，幅広い

研究分野に対応した支援室を提供するとともに，インキュベーション・マネージ

ャーによる相談指導や情報提供等の支援を行う。

③ 産学官連携の推進事業

１）戦略分野関連産業推進事業 28,336 千円（29,623 千円）

市場ニーズの高い「安全・安心」「健康（医療）・福祉」の２分野における新

たな産業形成を図るため，戦略分野（バイオ，ナノテク，ロボット等）の研究成

果を融合・発展させるセミナー・研究交流会等を開催するとともに戦略産業プロ

デューサーによる県内企業へのコーディネート活動を促進する。

２） 中性子利活用・新製品開発支援事業 24,384 千円（22,126 千円）

本年１２月供用開始予定のＪ－ＰＡＲＣ及び県ビームラインの県内中小企業の

利用促進を図るため，企業訪問マネージャーの配置など支援体制の整備を図ると

ともに，県内企業が新製品開発のために中性子を活用する場合，開発支援のため

の補助を実施する。
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２．中小企業の経営基盤の強化

（１）都道府県等中小企業支援センター事業

① 専門家派遣事業

１）マネジメントエキスパート派遣事業 3,048 千円（3,125 千円）

創業や経営革新に積極的に取り組む意欲ある中小企業者等に対して，その直面

している種々の課題を把握し，適切な助言等を行える専門家を派遣し，課題解決

の方向性や経営計画・経営戦略の立案など具体的な助言を行う。

（２）中小小売商業の振興支援

① 商店街振興組合指導事業 1,150 千円（1,500 千円）

茨城県商店街振興組合連合会が行う商店街振興組合の運営に関する指導や，若手

商業者を対象とした個店経営講座等に対し助成を行う。

② その他

１）がんばる商店街支援事業 31,403 千円（40,300 千円）

地域資源の活用など，地元が一体となって行う商店街活性化の取り組みを促進す

るため，地元の創意工夫や若手商業者等の参画による商店街活性化事業に対して助

成を行う。 

２）中心市街地活性化対策連絡協議会事業 414 千円（ 520 千円）

中心市街地活性化の促進を図るため，市町村及び商工会，商工会議所，関係団体

とともに，各市町村の活性化に向けた多様な取り組みに関する情報交換や課題への

対応策を協議・検討する。

３）中心市街地商業活性化基金事業 3,617 千円（7,388 千円）

商業活性化の中心的役割を担う中心市街地活性化協議会の構成員たる商工会，商

工会議所，特定会社及び公益法人等が行う中心市街地活性化に向けた具体的方策に

ついてのコンセンサス形成等に対して助成を行う。 

４）まちの創業総合支援事業 818 千円（746 千円）

コミュニティビジネスや成長が期待できる育児・家事代行等の生活支援サービス

等の創業を促進するためのセミナー等を開催する。
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（３）小規模事業者に対する支援（商工会・商工会議所・都道府県商工会連合会）

①商工会等職員設置費等補助事業 1,994,635 千円（2,079,321 千円）

本事業は，商工会・商工会議所が行う主として以下の各項目に掲げるものである。

(ｱ)金融，税務，経理，販売管理，労務，技術の改善，その他経営に関する指導，

あっせん等。

(ｲ)小規模事業者の経営改善に資する地域の活性化又は商工業の振興に関する事業

の実施，協力又は指導。

(ｳ)経営，技術，各種制度等に関する情報又は資料及び提供。

②商工会等リーディング事業 283,275 千円（283,522 千円）

小規模事業者をめぐる新たな経営環境に対応するため，個別相談・指導に加え，

地域振興事業の実施，創業人材育成・後継者育成等人材能力開発の推進等を図ると

ともに，指導ニーズの高度化，多様化等に対応するため，専門指導体制の整備，専

門的ノウハウ等を有する者の幅広い知見の活用等を通じ，経営改善普及事業の効果

を高める。

（４）中小企業連携組織対策事業

① 中小企業組織化支援助成事業 120,087 千円(121,752 千円)

中小企業の活性化，経営力の強化を図るため，茨城県中小企業団体中央会が行う

未組織中小企業の組織化，指導員等の設置，組合等の指導，組合等の情報化などに

対して助成する。

（５）その他

① 中小企業の再生事業

１）中小企業再生ファンド 0 千円（0 千円）

有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者の再生を支援す

るため，県や中小企業基盤整備機構，金融機関等が出資する茨城いきいき投資事業

有限責任組合が行う中小企業再生ファンドの活用を図る

② 中小企業情報化促進事業 71,183 千円（79,257 千円）

中小企業支援センターの中小企業情報センターにおいて，ホームページにより，

受発注情報，各種調査結果，企業情報等の各種データーを提供するとともに，企業

へのインターネット接続サービス等を実施する。

③ 中小企業受発注拡大支援事業 56,769 千円（58,338 千円）

下請中小企業の安定と振興を図るため，中小企業支援センターにおいて企業の受
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発注に関する情報提供や下請取引に関する窓口相談等を実施する。

④ ＩＴサポートセンター運営事業 20,055 千円（20,289 千円）

ＩＴサポートセンターにおいて，いばらきブロードバンドネットワーク（以下

「ＩＢＢＮ」という。）の産業利用に関する情報提供を行うとともに，ＩＢＢＮの

接続のための通信事業者との調整等企業の情報通信環境の改善を図る。

⑤ いばらき知的財産戦略推進事業 25,897 千円（23,580 千円）

知的所有権センターにおいて，特許情報の提供を行うとともに，特許流通アドバ

イザーによる訪問相談等を実施し，未利用特許・技術の中小起業への移転を促進す

る。

⑥ 資金供給の円滑化事業

１）中小企業融資資金貸付金 53,178,000 千円（42,732,000 千円）

中小企業の経営安定に資するため，融資資金の原資の一部を金融機関に預託

し，資金調達の円滑化等を図る。

２）設備資金貸付金 824,199 千円（725,816 千円）

小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化を図るため，小規模企業者等設備

導入資金助成法（昭和 31 年法律第 105 号）に基づき，設備資金貸付事業を行

う（財）茨城県中小企業振興公社へ資金の貸付等を行う。

⑦ 産業大県ポータルサイト開設事業 500 千円（3,532 千円）

産業大県づくりを進める「いばらき」の情報を一元的に発信し，本県の姿を広く

県内外にＰＲする。

⑧ いばらき産業大県フェア開催事業 10,000 千円（新規）

首都圏をターゲットとして産業大県を目指す本県のものづくり産業の実力を広く

ＰＲし，県内企業の新たなビジネスチャンス創出を図るため，「いばらき産業大県

フェア」を開催する。

⑨ いばらき産業大賞運営事業 396 千円（566 千円）

地域産業の活性化に対する貢献が顕著であり，又は今後期待できると認められる

中小企業等を顕彰する。

⑩ いばらき産業大県創造基金 事業費未定（新規）

「地域中小企業応援ファンド」から無利子貸付を受け，（財）茨城県中小企業振
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興公社に 75 億円規模の基金を造成し，中小企業者による地域産業資源を活用した

新事業展開や経営革新に資する取り組みなどを当該基金の運用益で支援する。

３．中小企業の経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

（１）経営安定特別相談事業 4,520 千円（5,492 千円）

｢経営安定特別相談室｣による中小企業者に対する相談体制を円滑に実施するため

に，県商工会連合会及び主要商工会議所が行う指導事業等を支援する。

４．事業広報及び広聴活動

中小企業支援事業の実施に当たっては，多くの中小企業者等の利用を図り，併せて

関連する事業等との一体性を確保するため，自治体や諸団体の広報誌，講習会，イン

ターネット等を活用して，可能な限り多くの機会に広報を行い，中小企業，民間専門

家，中小企業支援関係機関等にその事業内容を周知する。

５．事業評価

中小企業支援センターの事業運営に際しては，支援を受けた中小企業等の満足度等

の意見を調査するなど，支援内容に関する事後評価を行うことが重要であることから，

これら事業に係る事後評価を行うことにより，事業の効率性，効果等を把握し，事業

の見直しや効率的運営並びに支援内容の質的向上に努め，事業の一層の改善に努める

ものとする。
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中小企業支援法第７条第１項に定める指定法人の概要

機 関 の 名 称 財団法人 茨城県中小企業振興公社

所 在 地 〒310-0801 茨城県水戸市桜川２－２－35

設 立 年 月 日 昭和 43 年７月 17 日

事業内容及び組織

１ 設備資金貸付事業（設備購入資金の無利子貸付）

２ 設備貸与事業（設備貸与の実施）

３ 県単独機械類貸与事業（機械類設備貸与の実施）

４ 下請振興事業（下請取引あっせんの実施）

５ 新事業支援事業（中核的支援機関として，新事業創出の促進）

６ 知的所有権センター事業（特許情報の提供・特許保有企業等への指

導）

７ 情報化・国際化・人材育成支援事業（IT 基盤の整備，情報の提供，国

際化に係る支援，人材育成のための研修）

８ 商業活性化推進事業（商店街活性化のための調査・計画策定及び実験

的事業等への助成）

９ いばらき産業大県創造基金事業

（組織）

理事長 専務理事 事務局長 事務局次長 参事

総務企画課

企業振興課

理事会

評議員会 新事業支援室

知的所有権センター

設備助成課

中小企業情報センター

IT サポートセンター

代表者の役職・氏名 理事長 角田 芳夫

連 絡 先 担 当 者 名 総務企画課 係長 近藤晴彦

電 話 ・ F A X 電話 029-224-5317 FAX 029-227-2586

Ｅメールアドレス info@iis-net.or.jp

中小企業支援法に基
づく指定年月日 平成 12 年５月 11 日


