公益財団法人茨城県中小企業振興公社 第２期中期経営計画の概要（改訂版）
● 計画のスローガン
『 活力ある明るい未来のために 』

５つの柱

取組の方向

(ｴ) 創業・新事業創出の支援
(ｵ) いばらき産業大県創造基金事業（いばらき地域資源活用プログラム）の助成

１ 計画の趣旨
中小企業を取り巻く環境の変化，東日本大震災による影響等に対応し，県
の「茨城県産業活性化に関する指針」の「産業に関する団体の役割」に基づ
き，県の方向性に歩調を合わせ，これまで以上に時代のニーズ，中小企業
のニーズに即した実効性のある事業を計画的に進めるよう，目標値を定める
など成果重視の事業及び組織運営を図っていく「第２期中期経営計画」を策
定する。

(ｶ) 資金調達に係る情報提供等の支援
② 地域資源活用及び農 (ｱ) 地域資源活用に対する支援（平成２７年４月：認定支援機関が他団体へ移行）
商工等連携の促進
(ｲ) 農商工等連携に対する支援（平成２７年４月：認定支援機関が他団体へ移行）

本県産業振興の一翼を担う中核的支援機関として，県内中小企業等の経
営基盤の強化，経営革新及び創業の促進を図るため，常に中小企業の視点
に立ち，そのニーズに対応するため，経済・社会情勢の動きに適応した施策
を展開し，中小企業の振興・育成を図り，茨城県の産業発展に寄与する。

３ 基本方針
(1) 「産業大県づくり」の推進に向けた「３つの挑戦」
① 経営上の課題へ「きめ細かく」「スピーディーで質の高い」対応を目指す
ア 高度化，多様化する経営課題の解決に向けたきめ細かな支援
イ スピーディーで質の高い総合的なサービスへの対応
② ものづくり企業の競争力強化及び多様な業種に対する支援の拡充を目指す
ア ものづくり中小企業の競争力の強化
イ 地域資源活用，農商工等連携及びサービス産業等の多様な業種への支援の充実
③ 中小企業のニーズを捉えた提案型の施策推進等を目指す
ア 県等への中小企業支援施策の提案
イ 中小企業の自立化の提案

ウ 有料の研究会（グループ）を組織し，活力ある中小企業の育成・強化の提案

(2) 計画の構成は「５つの柱立て」 ※右欄参照

(ｱ) 専門家の派遣による支援
(ｲ) 金融機関との連携協定による支援
(ｳ) いばらき産業大県創造基金事業による助成
ａ いばらき地域資源活用プログラム
ｂ いばらきものづくり応援プログラム（産学官研究開発支援）
ｃ いばらきものづくり応援プログラム（販路開拓支援）
ｄ いばらきサービス産業新時代対応プログラム

(ｵ) 経営革新計画作成等の支援
(ｶ) 設備導入の支援（平成２７年３月：国の事業終了）
② 中小企業の受注機会 (ｱ) 受発注情報の提供
の拡大
(ｲ) 商談会・展示会等の開催による支援
(ｳ) 専門家配置による販路開拓の支援
(ｴ) 成長分野への参入の支援
(ｵ) いばらき産業大県創造基金事業（販路開拓支援事業）の助成
(ｶ) 新規立地企業等と県内企業とのネットワーク構築の支援
(ｷ)下請取引適正化の推進
③ 商業・サービス産業育 (ｱ) 専門家による支援及び他機関との連携によるサポート
成の促進
(ｲ) いばらき産業大県創造基金事業（いばらきサービス産業プログラム）の助成
(ｱ) 大学及び試験研究機関等との連携強化
３ 産学官連 ① 産学官連携の強化
(ｲ) 市場ニーズ等を踏まえた共同研究案件の発掘及び支援
携の推進
② 研究開発に対する支 (ｱ) 産学官連携で研究開発を行おうとする企業に対する資金等の提供
援
③ 知的財産の創造，保 (ｱ) 知財総合支援窓口の設置
護及び活用
(ｲ) シーズ発表会等の開催
(ｳ) 特許等知的財産の移転促進
(ｴ) 知的財産に関する利用促進及び啓発・普及
(ｵ)外国特許取得費用の助成
(ｱ) ＩＴを活用した情報発信の提供
４ ＩＴ活用・ ① ＩＴ活用の支援
(ｲ) 茨城県企業情報提供システムによる支援
国際化・人材
(ｳ) ＩＴ相談及びＩＴ専門家派遣による支援
育成の支援
② 国際化の支援
(ｱ) 国際化に関する情報提供及び相談対応の支援
(ｲ) 関係機関との連携強化による支援
ａ 国の機関（ＪＥＴＲＯ，ＪＩＣＡ，中小企業基盤整備機構等）との連携強化
ｂ 県の機関（茨城県上海事務所，いばらき農林水産物等輸出促進協議会等）との連携強化

４ 推進期間
５年間（平成２５年度から平成２９年度）
※概ね３年目に計画のローリングを実施

◎ 計画の実行に向けた取組
１ 機動的な組織運営と職員のスキルアップについて
(1) 柔軟な組織運営と関係機関ネットワークの構築
(2) 職員の資質向上
２ 中小企業のニーズの把握と効果的な支援事業の周知について
(1) 企業訪問の強化及び各種調査等の実施による支援ニーズの把握
(2) 効果的な支援事業の周知
３ 業務の改善と適正な進行管理に基づく成果の重視について
(1)管理費の縮減・ムダ排除の推進及び健全経営の推進
(2) 中期経営計画の推進と適正な進行管理

指標名
1 ベンチャープラザの相談件数
2 大県基金・地域資源活用プログラム利用件数（H20～H24）
3 よろず支援拠点の相談件数
4 いばらき創業塾受講件数

現状値
目標値（当初） 目標値（累計）
２，７０２件
５，５００件
４，２００件
２４件
７０件
７０件
１３，０００件
０件
３０，０００件
５５３件
０件
１，３００件

指標名
5 専門家派遣件数（マネジメントエキスパート）
6 専門家派遣件数（テクノエキスパート）

現状値
目標値（当初） 目標値（累計）
21企業(150日) 100企業(750日) 100企業(750日)
84企業(678日) 500企業(3,200日) 500企業(3,200日)

(ｳ) いばらき産業大県創造基金事業（いばらき地域資源活用プログラム）の助成

２ 中小企業 ① 経営革新の促進
の経営革新
の促進及び
経営基盤の
強化

(ｴ) 国等の競争的資金（サポイン）の獲得・活用の支援（平成２６年４月：国の事業変更）

２ 基本理念

数値目標

主な事業内容

１ 創業及び ① 創業及び新たな事業 (ｱ) ベンチャープラザにおける総合相談窓口の設置
(ｲ) よろず支援拠点による支援
新事業創出 創出等の促進
(ｳ) 専門家の助言や派遣による支援
等の促進

ｃ 各支援機関及び各金融機関との連携強化

③ 情報提供等による啓
発及び人材育成の支援

(ｳ)中小企業の外国特許出願の支援
(ｴ) いばらき産業大県創造基金事業（販路開拓支援事業）の助成
(ｱ) 各種情報の提供
ａ ホームページの運営
ｂ メールマガジン「茨城県中小企業振興公社ニュース」の配信
(ｲ) 人材育成セミナーの支援
ａ 国際化の支援
ｂ 中小企業の経営支援
ｃ 自動車産業への参入支援
d いばらき生産性向上人材育成スクール開催による支援（平成２７年４月～）
e 茨城県プロフェッショナル人材戦略拠点事業による支援（平成２７年11月～）

５ 東日本大 ① 中小企業の復興支援 (ｱ) 相談体制の強化による支援
ａ ベンチャープラザにおける相談対応
震災に関す
ｂ 専門家派遣による支援
る対応
ｃ 受注機会の拡大支援
(ｲ) 中小企業利子補給制度による支援
ａ 茨城県中小企業災害復旧資金利子補給事業の活用
ｂ 茨城県中小企業再生支援利子補給事業の活用
(ｳ) 中小企業震災復興特別商談会の活用
(ｴ) 復興促進プログラムによる支援
(ｵ) 茨城県関東・東北豪雨被災中小企業復興支援基金事業による支援
a 被災中小企業等復興計画策定助成事業
b 被災地復興イベント開催費等助成事業
c 被災中小企業等販路開拓等助成事業

7 経営革新計画の相談・支援件数
8
9
10
11
12
13

取引あっ旋件数（個別）
取引あっ旋件数（商談会）
コーディネーター等発注案件獲得件数
年間取引成立金額
大県基金・ものづくり応援プログラム（販路）利用件数（H20～H24）
大県基金・サービス産業新時代対応プログラム利用件数（H20～H24）

指標名
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

大県基金・ものづくり応援プログラム（産学官）利用件数（H20～H24）

知財相談件数
特許斡旋・移転件数
知財専門家派遣件数
外国特許取得費用の助成件数

指標名
ＩＴ活用相談件数
茨城県企業情報提供システム登録件数
貿易相談件数
海外展開支援件数
ホームページアクセス件数
メールマガジン登録件数（総数）
研修セミナー等の開催件数
いばらき生産性向上人材育成スクール受講件数

５４件

３００件

３００件

６５０件
２，５００件
３，１００件
５００件
２，５００件
３，０００件
１８０件
６００件
１，２００件
５００，０００千円 ２，５００，０００千円 ３，８００，０００千円
１８５件
５００件
２２０件
１１件
４０件
２０件

現状値
目標値（当初） 目標値（累計）
４６件
１００件
６０件
１，４３８件
０件
３，５００件
２４件
１２０件
１２０件
４０件
２５０件
２５０件
４件
２５件
５０件

現状値
目標値（当初） 目標値（累計）
２０件
１２０件
１２０件
１，９００件
２，５００件
２，５００件
６３０件
３，３００件
１，８００件
３７件
０件
９０件
１０７，０００件
５５０，０００件
６００，０００件
３，０００件
３，６００件
３，６００件
２７回
１５０回
１５０回
２０件
０件
７０回

