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平成27年度　国の中小企業施策と
茨城県商工労働部施策の概要

　経済産業省は、経済の好循環を実現していくため、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」を盛
り込んだ平成26年度補正予算と平成27年度予算を合わせて一体的に編成した。円安による原材料やエネ
ルギー高等の影響を受ける中小企業・小規模事業者の支援施策や小規模企業振興基本法の制定を踏まえた
小規模事業者の抜本的支援強化策、地域経済活性化のための支援施策に重点的に予算措置がなされた。
　茨城県の平成27年度商工労働部予算では、「産業大県、生活大県」づくりの推進に向けて、計画期間
の最終年度となる「茨城県産業活性化に関する指針」、「茨城県観光振興基本計画」、「第９次茨城県職
業能力開発計画」に基づく各種施策を着実に実施していくほか、経済・社会情勢の変化等に対応した競争
力ある産業の育成や、昨年制定された「いばらき観光おもてなし推進条例」を踏まえた観光の振興策、本
県産業を支える人材の確保・育成柵を推進していく。また、中長期的な観点で本県産業の活力を維持する
ための平成28年度を初年度とする新たな指針・計画を策定していく。
　さらに、東日本大震災からの復旧・復興に向け、本県中小企業の資金繰り支援や風評被害対策を進める
とともに、国の「地域消費喚起・生活支援型」及び「地方創生先行型」交付金を活用して、本県の特性を
活かした産業の振興を図っていく。
　以下、国の中小企業施策並びに茨城県商工労働部施策の概要を抜粋して紹介する。

　政府全体の中小企業対策費は、経済産業省の他、
財務省及び厚生労働省が計上。平成27年度予算
案における中小企業対策費は、政府全体で1,856
億円、うち経済産業省関連は1,111億円。この
他、「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策
（H26.12.27閣議決定）」に基づく平成26年度補
正予算3,013億円を計上している。
※ の囲みは、平成26年度補正予算事業。

１．福島・被災地の復旧・復興
〇中小企業組合等共同施設等災害復旧事業（グルー
プ補助金）＜復興＞　400億円
　中小企業等グループの復興事業計画に基づく施設
復旧等を支援する。その際、従前の施設復旧等で
は、事業再開や継続、売上回復が困難な場合、これ
に代えて、新分野需要開拓等を見据えた新たな取組
（新商品製造ラインへの転換や市場調査等）を支援
する。
〇被災中小企業・小規模事業者等への再生支援＜復
興＞　30.6億円
　事業者の二重債務問題のほか、震災の影響により
業況が悪化している被災事業者の再生支援に対応す
るため、被災６県に設置された「産業復興相談セン
ター」において、被災事業者からの相談に対応し、

再生計画策定支援や「産業復興機構」に対する債権
の買取要請等を実施する。
〇被災中小企業・小規模事業者等への資金繰り支援
＜復興＞　201億円
　東日本大震災により被害を受けた中小企業・小規
模事業者等に対して、日本政策金融公庫の「東日本大
震災復興特別貸付」による低利融資等を実施する。

２．円安による原材料・エネルギーコスト高対策や
消費税転嫁対策等
〇きめ細やかな資金繰り支援　963.5億円
　政策金融・信用保証制度により、中小企業・小規
模事業者に対する資金供給の円滑化を図る。
〇消費税転嫁状況監視・検査体制強化等事業　
38.7億円
　取引上の立場の弱い中小企業・小規模事業者は、
取引相手から転嫁拒否等の違反行為を受けている旨
を自ら申し出にくいという実態があることから、悉
皆的な書面調査を実施し、474人体制で万全な情報
収集・取締りを実施する。
〇中小企業再生支援協議会事業　44.8億円の内数
　事業の収益性はあるものの財務上の問題を抱えて
いる中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生
を支援するため、中小企業再生支援協議会の常駐専
門家による窓口相談、再生計画策定支援及びモニタ
リング等を行う。
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〇経営者保証ガイドラインの周知・普及事業　１億円
　「経営者保証に関するガイドライン」の周知・普
及により、個人保証に依存してきた融資慣行を改善
し、中小企業・小規模事業者の思い切った事業展開
や早期の事業再生等を促進する。
〇中小企業取引適正化対策事業委託費　5.5億円
　下請代金支払遅延等防止法の厳正な運用や周知徹
底、また下請かけこみ寺（全国48カ所）における
相談体制の強化を行うとともに、官公需情報の提供
を行うことで取引の適正化を図る。
〇下請中小企業・小規模事業者自立化支援対策費補
助金　５億円
　特定の親事業者との取引に依存する経営から脱す
るために、小規模事業者等のグループが行う自立化
に向けた取組を支援する。また、親事業者の生産拠
点閉鎖・縮小に直面する下請中小企業・小規模事業
者が行う新分野の需要開拓活動等を支援する。

◇中小企業・小規模事業者の資金繰り・事業再
生支援事業　1,380億円
　政府系金融機関が、原材料・エネルギーコス
ト高などの影響を受ける事業者への資金繰りを
支援するとともに、女性等による創業や事業承
継など地域の前向きな取組や、NPO等への融
資を促進する。また、信用保証協会による経営
支援を強化するとともに、引き続き借換保証を
推進する。さらに、信用保証における自然災害
への対応を強化する。加えて、中小企業再生支
援協議会が、事業者に対する抜本的な再生計画
の策定支援を加速する。
◇消費税転嫁対策窓口相談等事業　37.4億円
　消費税の円滑かつ適正な転嫁に向け、相談窓
口の設置や巡回指導等を行う。

３．小規模事業者支援対策の強化
〇小規模事業対策推進事業　46.5億円＋関連26補
正252.2億円
　改正小規模支援法に基づき商工会・商工会議所が
取り組む伴走型の小規模事業者支援を推進し、需要
を見据えた事業計画の策定や販路開拓等を支援する
とともに、地域一体となって取り組む特産品の開発
や販路開拓等を支援する。
〇小規模事業者経営改善資金融資事業（マル経融
資）等　40億円
　日本政策金融公庫が、商工会・商工会議所等の経
営指導等を受けた小規模事業者に対し、無担保・無
保証人・低利で融資を行う。また、認定経営発達支

援計画に基づく事業計画策定支援等を受けた小規模
事業者に対し、低利で融資を行う。
〇小規模事業者等人材・支援人材育成事業　4.5億円
　次世代の経営人材を育成したい中小サービス事業
者等に対し、優れた取組を行う企業や成功地域への
インターンシップを組成する。また、小規模事業者
を支援する経営指導員に対し、事業者に応じた伴走
型支援を実行するための研修を実施する。
〇小規模事業者統合データベース事業　２億円
　中小企業基盤整備機構に整備した統合データベー
スと支援機関等の情報を統合することで、支援機関
が小規模事業者に対して経営指導を実施する際の基
礎となるデータベースを整備する。

◇小規模事業者支援パッケージ事業　252.2億円
　商工会・商工会議所と取り組む販路開拓を支
援し（小規模事業者持続化補助金）、複数の事
業者が連携した取組も支援する他、雇用増加
や、買い物弱者対策に取り組む事業者を重点支
援する。また、物産展やアンテナショップ等の
販路開拓支援や、商工会・商工会議所の伴走型
支援の推進等、パッケージで小規模事業者支援
を実施する。

４．地域の中小企業・小規模事業者の活性化
〇中小企業・小規模事業者人材対策事業　10億円
＋関連26補正60.1億円
　地域の中小企業・小規模事業者のニーズを把握
し、都市部の若手人材等を発掘し、地域事業者との
マッチングを行う拠点を整備するとともに、地域事
業者への定着までを一貫支援する。また、ものづく
り現場でのカイゼン活動指導者の育成・派遣を実施
する。
〇ふるさと名物応援事業　16.1億円＋関連26補正
40億円
　中小企業・小規模事業者が、地域資源の活用や農
商工連携により行う「ふるさと名物」等の新商品・
新サービスの開発・販路開拓等を支援する。また、
「ふるさと名物」等の地域の魅力を活かした海外展
開を支援する。
※「ふるさと名物」については、あわせて、「地域
住民生活等緊急支援のための交付金」により、「ふ
るさと名物商品券」として消費を喚起する。
〇中小企業・小規模事業者海外展開戦略支援事業　
25億円
　JETRO及び中小機構が連携し、海外情報提供や
国内外展示会出展支援、海外展開（輸出準備含）の
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実現可能性調査（F/S調査）支援を行う。また海外
現地の官民支援機関が連携した支援体制を整備し、
進出後の課題や事業再編等を支援する。
〇企業取引情報等に基づく地域活性化事業　2.2億
円＋関連26補正５億円
　「地域経済産業分析システム」（民間調査会社等
や政府が保有するビッグデータを活用して地域にお
ける産業構造や人・モノの流れをマップ形式で可視
化するシステム）の運用、データの更新及びユー
ザーの要望を踏まえた改良を行う。
〇中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事
業　39億円
　地域の支援機関等と連携しながら、中小企業・小
規模事業者が抱える売上拡大等の経営課題に対して
最適な手法を選択して支援を行う拠点を各都道府県
に整備する。また、専門家を派遣し、経営課題等の
相談に対応する。
〇地域商業自立促進事業　23億円
　少子高齢化や外国人への対応、創業支援など、社
会構造の変化の中で商店街が中長期的に発展してい
くための取組を支援する。
〇中小企業連携組織対策推進事業　7.1億円
　中小企業・小規模事業者の連携・組織化の推進等
を図るため、中小企業・小規模事業者の集合体であ
る組合等への支援を行う。また、外国人技能実習生
受入事業を行う組合（監理団体）等の事業の適性化
を支援する。
〇地域を支える中核企業に対する貸付制度　財政投
融資80億円
　地域の中核企業となる中堅・中小企業に対し、商
工中金が、新市場開拓・新事業展開、研究開発、経
営改善・再編等へ取り組む際に必要となる長期性資
金（長期・一括返済・成功利払い）を供給する。
〇グローバルニッチトップ企業を目指した海外展開
支援　財政投融資180億円
　グローバルニッチトップを目指す中堅・中小企業
に対し、商工中金が海外市場に乗り出す際に必要と
なる長期性資金（長期・一括返済・成功利払い）を
供給する。

◇ふるさと名物応援事業　40億円
　地域資源を活用した「ふるさと名物」の開
発、販路開拓について、商工会・商工会議所、
地域金融機関、大学・専門学校等を巻き込み、
地域一体となって行う取組等を支援する。
※「ふるさと名物」については、「地域住民生
活等緊急支援のための交付金」により、「ふる

さと名物商品券」として消費を喚起する。
◇中小企業・小規模事業者人材対策事業　60.1
億円
　地域内外の多様な人材から中小企業・小規模
事業者が即戦力として必要とする人材を発掘
し、紹介・定着までを一貫支援する。また、複
数の事業者間での出向等を通じた人材の育成、
ものづくり現場における中核人材の育成を支援
する。
◇企業取引情報等による地域活性化事業　５億円
　平成27年度運用開始予定の「地域経済産業分
析システム」（前掲）を地方自治体の現状把握や
「地方版総合戦略」の立案に役立つものとして
いくため、農林業センサスや観光関連統計など
の新たなデータの追加や機能の強化を行う。
◇中小企業・小規模事業者情報プラットフォー
ム活用支援事業　4.9億円
　中小企業支援施策及びその成果等を中小企業
や支援機関まで普及するため、支援ポータルサ
イト「ミラサポ」の機能を強化する。

５．中小企業・小規模事業者のイノベーションの推進 
〇革新的ものづくり産業創出連携促進事業　128.7

億円＋関連26補正1,020.4億円
　中小ものづくり高度化法に基づく特定ものづくり
基盤技術に「デザイン開発技術」を加え、中小企業
が産学官連携して行う技術開発等を支援する。ま
た、中小企業が大企業や大学等の知見を活用して行
う研究開発も支援する。
〇商業・サービス競争力強化連携支援事業　9.9億円
　中小企業が、「新連携」の認定を受け、①「中小
サービス事業者の生産性向上のためのガイドライ
ン」に沿って行う、または、②産業競争力強化法に
基づく「企業実証特例制度」若しくは「グレーゾー
ン解消制度」を活用して行う、革新的なサービス開
発を支援する。

◇ものづくり・商業・サービス革新事業　
1,020.4億円
　中小企業の革新的な設備投資やサービス開
発・試作品の開発を支援。共同体で行う設備投
資等を対象に追加する。

６．創業・事業承継の促進
〇創業・第二創業促進補助金　7.6億円＋関連26補
正50.4億円
　地域活性化や地域経済の新陳代謝を図るため、新
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注　政 : 産業政策課　　　技 : 産業技術課
　　中 : 中小企業課　　　観 : 観光物産課
　　労 : 労働政策課　　　職 : 職業能力開発課

Ⅰ．創業及び新たな事業創出等の促進

Ⅱ．中小企業の経営革新の促進及び経営基盤の強化　　

⑴新事業創出ハンズオン支援事業　政

　県中小企業振興公社に総合相談窓口（ベンチャー
プラザ）を設置し、創業や新事業展開を促進するた
め、専門家等によるきめ細かな支援を行う。
⑵つくば創業プラザ運営事業　政

　起業家や新たな事業展開を目指す中小企業に対し
て、事業活動の拠点となる支援室（研究室、事務室）
を提供するとともに、専門家による助言等を行う。
⑶ベンチャー企業等支援強化事業（新規）　政

　ベンチャー企業等が有する新技術や事業内容等を

■技術振興
⑴中小企業テクノエキスパート派遣事業　技

　新技術開発や生産性の向上等の技術的な課題の解
決を支援するため、大企業OB等の専門家（テクノ
エキスパート）を生産現場に派遣し技術指導等を行
う（県中小企業振興公社）。
　派遣費用の1/3企業負担（原則として10日間限度）
⑵試験研究指導（工業技術センター）　技

たに起業を目指す女性・若者等の創業者や、事業承
継を契機に既存事業を廃業し、新分野に挑戦する第
二創業者が行う取組を支援する。
〇中小企業再生支援協議会事業（事業引継ぎ支援事
業）44.8億円の内数
　M＆Aを促進するため、後継者不在企業と中小企
業等のマッチングを支援する「事業引継ぎ支援セン
ター」を拡充する（27年度：47箇所）とともに、後継
者不在企業と起業意欲あふれる個人とのマッチング
を支援する「後継者バンク」を新たに設置する。
〇地域創業促進支援委託事業　4.4億円
　全国で「創業スクール」を開催し、創業予備軍の
掘り起こし、起業･創業に関する基本的知識からビ
ジネスプラン策定まで一貫支援する。また、大学等
の起業家教育の普及や小中学校を対象にした地元起
業家等との交流等の取組を支援する。
〇地域課題解決ビジネス普及事業　0.6億円
　介護、保育などの地域が抱える課題をビジネスの
手法により解決する中小企業・NPO等の取組を支
援する。

◇創業・第二創業促進補助金　50.4億円
　創業に要する費用及び既存事業の廃業コスト
を含む第二創業に要する費用を支援する。また、
産業競争力強化法に基づき認定を受けた創業支
援事業者が行う創業支援の取組を支援する。
◇中小企業新陳代謝円滑普及等事業　23.9億円
　事業承継・廃業等にかかる施策等の周知・広
報、個別相談員の派遣等を実施する。

工業系
難加工材高度切削技術に関する研究
炭素繊維強化樹脂の加工性向上に関する研究

地場系
納豆業界の課題を解決する納豆菌の開発
漬物の香りを良くする乳酸菌に関する研究

⑶オンリーワン技術開発支援事業　技

　工業技術センターが受託研究･共同研究を実施
し、企業単独で実施が困難な新製品･新技術の研究
開発等を支援することにより、独自技術を保有する
中小企業の育成を図る。

紹介するビジネスプラン発表会を開催し、ビジネス
パートナー発掘の機会を提供する。
⑷コンテンツ産業創造プロジェクト事業　政

　クリエイターの育成やビジネス展開を支援し、コ
ンテンツ産業の振興を図る。
⑸いばらきいいもの開発支援事業　政

　県内中小企業等による農商工連携、地域資源活用
による新たな事業への取組を支援する推進員（２
人）を県中小企業団体中央会に設置し、案件発掘か
ら相談･助言、セミナー、マッチング会開催等を通
して新商品・新サービスの開発支援を行う。
⑹いばらき産業大県創造基金事業　政

　中小企業等が行う地域資源の活用による新商品の
開発や大学等との連携による新製品の開発、新たな
サービス産業の創出等への取組に対し支援を行う
（県中小企業振興公社）。
⑺成長産業振興プロジェクト事業　政

　需要拡大が期待される成長分野（次世代自動車、
環境・新エネルギー、健康・医療機器、食品）への
中小企業の進出を促進するため、必要な情報の提供
や大手企業等への技術提案を支援するほか、産学連
携・異分野連携を促進し、新たな技術開発・製品開
発につなげる。
⑻いばらきサロン活動強化事業　技

　つくばの大学や研究機関の研究成果を活用した、
中小企業による新製品･新技術開発や新事業創出を
促進するため、いばらきサロンにおいて技術相談や
研究情報の提供等を行う。

平成27年度 茨城県商工労働部施策
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⑷地域産業サポート人材開発事業　技

　生産管理などの体系的な知識と現場改善を指導す
る方法を学習する「いばらき生産性向上人材育成ス
クール」を開設することにより、生産現場の改善を
担う人材の育成を推進し生産性向上を図る。（県中
小企業振興公社）。
⑸3Dシミュレーション高付加価値ものづくり支援
事業（新規）　技

　3Dシミュレーションを活用した設計・解析手法
に関する研究会を設置し、セミナーや演習・試作等
を通じて、設計・開発の効率化や技術の高度化を支
援する。
⑹ものづくり中小企業研究開発人材育成事業（新
規）　技

　中小企業人材の受入れや工業技術センター職員等
の企業への派遣等を通じて、企業の研究開発人材の
育成を促進する。
⑺新分野進出等支援事業　技

　中小企業のデザイン開発力向上のため、デザイン
センターにおいてデザイン相談や開発支援等を行
う。
⑻いばらき知的財産戦略推進事業　技

　特許等の出願に関する相談や情報提供、大学･研
究機関、企業の未利用特許の斡旋等を行い、知的財
産の有効活用を図る（県中小企業振興公社）。
⑼中小企業情報化促進事業　技

　インターネット等を活用し、産業関連情報や企業
情報、受発注情報の提供を行う（県中小企業振興公
社）。
⑽ブロードバンドネットワーク産業利用促進事業　技

　ＩＴサポートセンター（産業技術課内）におい
て、企業のＩＴ化や｢いばらきブロードバンドネッ
トワーク（IBBN）｣の産業利用等を支援する。
⑾中小企業IT化促進による経営改善等支援事業　技

　ITによる企業経営の効率化を推進する人材の育成
研修、従業員を対象とした情報化研修を実施し、経
営におけるIT化を推進する。
■産学官連携の推進
⑴新たな産業の創出育成事業　政

　県や産業支援機関、研究機関、大学等が連携し、
ネットワーク支援会議を開催することで「いばらき
新産業創出ファンド」の投資候補先の発掘や投資先
企業の育成支援を図る。
⑵県内中性子利活用促進事業　政

　中小企業の中性子利活用の促進支援を継続し、産
学連携による中小企業の中性子利用事例創出に向け
た取組を実施する。

⑶ロボット技術活用推進事業　技

　研究機関や大学等で実施されているロボット関連
の研究開発を調査し、中小企業への技術移転を推進
する。
■経営力強化
⑴マネジメントエキスパート派遣事業　中

　経営課題解決に取り組む中小企業を支援するため
専門家を派遣する（県中小企業振興公社）。
　派遣費用の1/3企業負担（原則として10日間限度）
⑵経営革新支援事業　中

　新商品開発や販路開拓など経営革新への取組促進
のため、経営革新計画の策定支援等を実施する。
⑶事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援事業　中

　中小企業の事業継続計画策定を支援するため
BCPセミナーの開催や、策定を希望する企業に対
しBCPアドバイザーによる計画策定指導を行う。
⑷中小企業海外進出支援事業　政

　中小企業の海外展開支援を強化するため、「ジェ
トロ茨城貿易情報センター」との共働や「海外進出
サポート協議会」の運営、また、シンガポールに職
員を派遣し、海外展開に重点的に取り組む。
■中小企業の受注機会・販路拡大
⑴ものづくり産業マッチング支援事業　技

　本県のものづくり産業の技術や製品等を県内外の
大手企業へ提案していくほか、中小企業と大手企業
とのマッチング等を実施する（県中小企業振興公
社）。
⑵いばらき中小企業海外展開プロモート事業（新
規）　政

　海外販路開拓のため、展示会での商談支援や専門
家（２人）による海外バイヤー等へのフォローアップ、
取引マッチングの促進を図り、販売先の確保を支援
する。
⑶中小企業受発注拡大支援事業　技

　受発注情報の収集･提供や受発注の斡旋等を行
い、下請中小企業の安定と振興を図る（県中小企業
振興公社）。
■商店街の活性化
⑴商店街活力向上支援事業　中

　地域の創意工夫による商店街活性化の取組や、地
域資源や消費者ニーズ等を踏まえた魅力ある商店街
づくりの取組等を支援する。
⑵商店街等復興応援事業　中

　茨城県中小企業団体中央会に商店街復興応援チー
ムを設置し、活性化事業に取り組む商店街等に対
し、応援チームを派遣して支援するとともに、専門
家をアドバイザーとして派遣して指導等を行う。ま
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補助対象融資 補　助　率

東日本大震災復興緊急融資
災害対策融資（緊急対策枠） 保証料の５割

新事業促進融資（創業活動支援枠
（ベンチャー創業関係））

保証料の５割
（一部除く）

新事業促進融資（創業活動支援枠
（女性・若者・障害者関係）） 保証料の２割

パワーアップ融資　
再生支援融資
借換融資

保証料の１割
（一部除く）

た、ホームページで商店街情報を発信する。
⑶いばらき商人塾事業（新規）　中

　茨城県中小企業団体中央会に業務委託し、中小商
業者が魅力ある個店づくりに取組むための実践的知
識を習得する研修及び商店街リーダーが商店街活性
化手法等を習得する研修を行うことで、中小商業及
び商店街の活性化を促進する。
■地場産業・県産品の育成
⑴地場産業等総合支援事業　技

　伝統的工芸品産業や地場産業の組合、中小企業者
グループによる新商品開発や販路開拓、後継者育成
等の取組を支援する。
⑵いばらき販路開拓支援事業　技

　東日本大震災の影響を受けた地場産業の振興のた
め、PRイベントの開催や産地イメージの向上に資
する情報発信を行う。
⑶人材育成事業　技

　結城紬、清酒業界の後継者の確保や技術水準の向
上のため、基礎的知識や技術習得を目的とした研修
を実施する。
■中小企業の金融の円滑化　　　　　　　　　　　
⑴中小企業融資資金貸付　政

　中小企業の円滑な資金調達支援のため、企業ニー
ズに応じた融資を金融機関と協調して行う。
　[全体融資枠]　357,761百万円
　[うち新規融資枠]　134,669百万円

○東日本大震災復興緊急融資
　返済負担を軽減した東日本大震災復興緊急融資の
新規融資枠を確保し、引き続き被災した中小企業の
資金繰りを支援する。
○設備投資支援融資の創設
　小規模企業者が経営の安定・合理化、事業の多角
化等に必要な設備投資を支援する。
⑵中小企業信用保証料の助成　政

　県の融資制度を利用する中小企業の負担軽減を図
るため、保証料の一部補助を行う。

⑶東日本大震災復興緊急融資利子補給　政

　東日本大震災復興緊急融資等を利用した中小企業
者に対し利子補給を実施し、県内産業の早期の復旧
復興を促進する。
⑷設備資金貸付　政

　小規模企業者等設備導入資金助成法が平成27年
３月31日で廃止となり、新規貸付が終了した。債
権管理業務は継続して実施する。
⑸高度化資金貸付　中

　工場等集団化、店舗等共同化等の高度化事業の貸
付先に対し、専門家による運営診断、指導等経営再
建支援を行い、適切に債権を管理する。

⑴漫遊いばらき観光キャンペーン事業　観

本県の観光資源を全国に宣伝紹介し、誘客促進を図
るための観光キャンペーン等を展開する。
⑵魅力発信支援事業　観

　電源地域等の魅力や県産品を広く紹介宣伝するた
め、マーケティング事業を実施する。
⑶いばらき夢ガイド設置事業　観

　本県の幅広い知識を有するガイド（９人）が、茨
城空港や首都圏等で観光案内・PR等を実施する。
⑷観光と物産の魅力発信強化事業　観

　ホームページ｢観光いばらき」及び「観光いばら
き･外国語版（６言語）」による情報発信を行う。
⑸フィルムコミッション推進事業　観

　ロケ地など地域資源を活用した魅力ある地域づく
り促進のため、映画やテレビドラマ等の映像を通
じ、本県のイメージアップや観光など交流の拡大を
図る。
⑹茨城空港就航先誘客促進事業（新規）　観

　本県観光の魅力を紹介するため、茨城空港就航先
からモニターツアーを実施し、旅行商品造成の働き
かけや就学・研修旅行の誘致により、本県への誘客
を図る。
⑺いいねいばらき・JR大型観光キャンペーン事業
（新規）　観

　JR東日本や市町村と連携し、本県観光の魅力を
PRして誘客促進を図る。
⑻いばらきおもてなしレベルアップ事業（新規）　観

　おもてなし県民大会や観光マイスター制度の創設
等により、おもてなしの向上を図り、観光魅力度と
旅行者の満足度を向上させ、リピーターの確保を図
る。
⑼新観光需要創出プロジェクト事業　観

　本県の立地特性などを踏まえた茨城の魅力発信を

Ⅲ．魅力ある観光地づくりの推進
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行い、多角的に茨城への新規観光需要の創出を図る。
⑽広域国際観光誘客促進事業（新規）　観

　国のビジットジャパン地方連携事業を活用し、広
域連携による外国人観光客誘客を促進する。
⑾外国人観光客誘客促進事業　観

　中国やチャーター便就航先等からの誘客促進と航
空会社・旅行業者を活用したPRを実施する。

■人材の育成
⑴新規学卒者訓練　職

　産業技術短期大学校及び産業技術専門学院におい
て、新規学卒者等を対象に職業訓練を実施する。
⑵職業転換能力開発　職

　離職者等を対象に再就職を促進するための職業訓
練を実施する。
⑶いばらき名匠塾事業　職

　熟練技能者の高齢化の進行や大量退職に対応する
ため、ベテラン技能者から若年技能者に対して、産
業技術専門学院で技能の継承を行う。
⑷ものづくり振興･人材育成事業　職

　優れたものづくり技能を有し、人材育成などの活
動ができる者を「ものづくりマイスター」に認定
し、ものづくりの振興を図る。
⑸明日のいばらき技能者育成事業　職

　技能者の意識高揚と技能尊重気運の醸成を図るた
め、表彰や職業能力開発促進大会を開催する。
■雇用の確保
⑴いばらき就職支援センター事業　労

　若年者等就職希望者に対し、就職相談・職業紹
介、遠距離の地域における出張相談を実施する。ま
た、震災等により離職された方の再就職支援、若年
者の正規雇用支援、女性･中高年齢者の再就職支援
及び新規立地企業や地域の中小企業に対する人材確
保支援を行う。
⑵大卒等就職面接会開催事業　労

　「大好きいばらき就職面接会（前期2回、後期2
回）」を開催し、大学等卒業予定者等の就職機会の
拡大と県内企業の人材確保を図る。
⑶大卒等未就職者人材育成事業　労

　ビジネスマナーなど必要な基礎研修や実務研修を
実施し、仕事に関する知識･技能の習得と正規雇用
化を支援することで、大学等を卒業後、未就職と
なっている若者等の早期就職を図る。
⑷地域産業人材ＵＩＪターン・定着促進事業（新規）   労

　本県産業を担う若者の県内定着を図るため、首都
圏に進学した本県出身の大学生のＵターン就職を促

茨城県商工労働部の主要人事（H27. ４. １付）
をお知らせします。（敬称略）
□商工労働部長　　　　　　　　斎田　陽介
□次長　　　　　　　　　　　　鈴木　克典
□次長　　　　　　　　　　　　中嶋　勝也
□企画監　　　　　　　　　　　箕輪　浩徳
□産業政策課長　　　　　　　　高橋　　上
　◇産学連携推進室長　　　　　中村　　修
□産業技術課長　　　　　　　　木村　憲寿
□参事兼中小企業課長　　　　　沼尻　　憲
　◇経営支援室長　　　　　　　中島　和俊
□観光物産課長　　　　　　　　小泉　元伸
　◇国際観光推進室長　　　　　榊原　利至
□労働政策課長　　　　　　　　寺嶋　常文
　◇雇用促進対策室長　　　　　飯塚　一政
　◇いばらき就職支援センター長　小貫　正博
□職業能力開発課長　　　　　　國松　永稔

Ⅳ．企業の活動を担う人材の育成と雇用の確保

進し、本県内大学生においても県内企業への就職を
促進する。また、大企業等で経験を積んだスペシャリ
ストを県内企業へ誘導し、県内企業の発展に資する。
⑸女性就職促進事業（新規）　労

　女性が働きやすい企業を募った合同就職面接会
（水戸・土浦）を開催するとともに、いばらき就職
支援センターに女性向けの求人情報を集約・提供す
るマザーズ応援窓口を設置する。
⑹障害者就職面接会開催事業　労

　障害者と事業主が一堂に会しての就職面接会を開
催し、障害者の就業機会の拡充を図る。また、障害
者雇用優良事業所等を表彰する。
⑺職場適応訓練事業　労

　障害者等就職が困難な者の就職を支援するため、
事業所に職場適応訓練を委託し実施する。
⑻市町村等緊急雇用創出事業費　労

　「茨城県雇用創出等基金」を活用し、市町村に補
助金を交付し被災者の雇用の場の確保など地域の実
情に応じた事業を推進する。
⑼雇用復興推進事業　労

　被災地域において地域の雇用創出が期待される事
業の事業主が被災求職者を雇用する場合に、雇用に
係る費用の一部を助成する。
⑽地域人づくり事業　労

　非正規労働者の正社員化や販路拡大等の事業者の
取り組みを支援することにより、在職者の賃金引上
げ等の処遇改善を図る。
⑾仕事と生活の調和推進事業　労

　ワークライフバランス社会実現に向け、住民の理
解や合意形成の促進を図り、中小企業経営者等の取
組の促進、企業の取組への支援を行う。


