
いばらきチャレンジ基金による支援事業計画 

 

１ 本県の産業振興政策におけるいばらきチャレンジ基金の位置づけ 

急激に少子高齢化や人口減少が進行する中，インターネットを活用したビジネスの多

様化やＩｏＴ（モノのインターネット），ＡＩ（人工知能）等のテクノロジーの劇的な進

歩など，将来の予測が難しく混とんとした時代を迎えている。 

こうした時代の変化に的確に対応し，これからの茨城のさらなる発展を促進するため

には，これまでの常識にとらわれず，新たな発想で果敢に挑戦していかなければならな

い。 

この様な中，県では，平成 30 年 11 月に「活力があり，県民が日本一幸せな県」を基

本理念とし，県政運営の指針となる茨城県総合計画～「新しい茨城」への挑戦～（以下

「総合計画」という。）」を策定した。 

総合計画では，「新しい豊かさ」，「新しい安全安心」，「新しい人財育成」，「新しい夢・

希望」の 4 つのチャレンジを掲げ，新たな発想による思い切った政策を展開していくこ

ととしている。 

とりわけ，「新しい豊かさ」へのチャレンジにおいては，日本を代表する科学技術や農

業，ものづくり産業など本県の特性を最大限に活かし，産業の集積づくりや新たな産業

の育成に取り組むとともに，産業の発展を担う中小企業の競争力の強化や，地域経済を

支える商業・サービス産業の振興を図るため，以下のような施策を展開していくことと

している。 

（１）ＡＩやＩｏＴ，ロボットなど成長分野の研究施設や本社機能の誘致 

（２）ＩＴやものづくり等の産業を支える人材の育成，外国人材の活用推進 

（３）大学や研究機関の先端技術を取り入れた新産業の育成 

（４）ＩＣＴを活用した中小企業の経営力の強化と活性化 

（５）中小企業の競争力強化を図るための新技術・新製品の開発・実用化の支援 

（６）展示商談会への出展や商談フォローアップなど，海外販路開拓に向けた取組の

推進 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構の地域中小企業応援ファンド等を原資に造成する

「いばらきチャレンジ基金」（以下「基金」という。）は，総合計画に基づき展開する「活

力ある中小企業・小規模事業者の育成」を実現するための重要な施策であり，県がこれ

まで取り組んできた専門家による相談体制や技術提供等の諸施策と併せ，戦略的に中小

企業支援施策を展開していく。 

  なお，基金の運営管理者は，県の中核的な産業支援機関である（公財）茨城県中小企

業振興公社（以下「公社」という。）とする。 

 

◆「茨城県総合計画～「新しい茨城」への挑戦～」抜粋 

基本理念 

『活力があり，県民が日本一幸せな県』 

人口減少時代を迎える中でも，県民一人ひとりが本県の輝く未来を信じ，「茨城に住



みたい，住み続けたい」人が大いに増えるような，「活力があり，県民が日本一幸せな

県」の実現に挑戦します。 

 

新しい４つのチャレンジ 

Ⅰ「新しい豊かさ」へのチャレンジ 

力強い産業の創出とゆとりある暮らしを育み，新しい豊かさを目指します。 

【挑戦する政策】 

政策１ 質の高い雇用の創出 

政策２ 新産業育成と中小企業等の成長 

・先端技術を取り入れた新産業育成 

・共存共栄できる新しい産業集積づくり 

・活力ある中小企業・小規模事業者の育成 

政策３ 強い農林水産 

政策４ 多様な働き方 

政策５ かけがえのない自然環境の保全・再生 

Ⅱ「新しい安心安全」へのチャレンジ 

Ⅲ「新しい人財育成」へのチャレンジ 

Ⅳ「新しい夢・希望」へのチャレンジ 

 



［本県の特性］ 

（１）ものづくり産業の集積 

本県の県北地域には大企業とそれを支える企業群が，鹿行地域には金属，石油化学

産業等の素材産業が集積している。また，県西地域には自動車関連産業が進出するな

ど，本県は我が国有数のものづくり産業の集積を誇っており，2013 年（平成 25年）の

製造品出荷額等は全国第８位となっている。 

（参考）主な経済指標等 

  出典：①総務省「人口推計（平成 29 年 10 月 1 日）」 

② 内閣府「平成 26年度県民経済計算（平成 29年 5月 26 日）」 

③ 経済産業省「平成 29年度工業統計速報（平成 30 年 2 月）」 

 

（２）科学技術の集積 

つくば地区には，３２の国等の研究・教育機関が立地しており，我が国の科学技術

の重要な拠点となっている。また，つくば国際戦略総合特区では，ライフイノベーシ

ョン，グリーンイノベーションの両分野において，我が国の成長発展に貢献する９つ

のプロジェクトに取り組んでいる。 

さらに，東海地区では世界最高性能を誇る大強度陽子加速器施設（Ｊ－ＰＡＲＣ）

において，中性子やニュートリノなどの量子ビームを利用した世界最先端の研究が行

われており，県でも２本の中性子ビームラインを独自に設置して，革新的な新技術の

創出を支援している。 

（参考）つくば国際戦略総合特区の９つのプロジェクト 

ライフイノベーション グリーンイノベーション 

次世代がん治療（ＢＮＣＴ）の開発実用化 藻バイオマスエネルギーの実用化 

生活支援ロボットの実用化 ＴＩＡオープンイノベーション拠点 

つくば生物医学資源を基盤とする革新的医

薬品・医療技術の開発 

戦略的都市鉱山リサイクルシステム

の開発実用化 

核医学検査薬（テクネチウム調剤）の国産化  

革新的ロボット医療機器・医療技術の実用化

と世界的拠点形成 

 

バイオ・マテリアルの植物生産  

 

 

項目 
茨城県 

全国 
都道府 

県順位 
出典 

  全国シェア 

人口（人） 2,896,675 2.29％ 126,756,954 11 ① 

県内総生産（10 億円） 11,612 2.25％ 516,166,228 11 ② 

事業所数（所） 5,112 2.7％ 189,799 11 ③ 

従業者数（人） 261,726 3.5％ 7,497,792 7 〃 

製造品出荷額等（億円） 111,092 3.7％ 2,999,173 8 〃 



（３）地域経済を支える中小企業 

 本県では，県内に事業所を構える企業の 99.9％が中小企業であり，従業者の約 87％

が中小企業に属している。 

本県は全国と比較して中小企業の占める割合が高いことから，新技術・新製品開発，

販路開拓等による中小企業の振興は，本県経済の活性化と雇用の場の確保，県民所得

の向上等を通じた本県の発展を図る上で不可欠である。 

 （参考）中小企業の構成比と従業者割合 

 中小企業構成比 中小企業での従業者割合 

茨城県   84,268 人（99.9%）    643,250 人（87.8%） 

全 国 3,809,228 人（99.7%） 33,609,810 人（70.1%） 

差 0.2 ポイント 17.7 ポイント 

出典：平成 26年度経済センサス基礎調査 

 

２ 支援重点分野 

総合計画では，力強い産業を創出するため，日本を代表する科学技術や農業，ものづ

くり産業など本県の特性を最大限に活かした産業の集積づくりや新たな産業の育成，競

争力の強化に取り組むこととしている。具体的には，企業と大学・研究機関等が連携を

進め，既存産業と新産業との共存共栄による産業集積づくりや，ＩｏＴやＡＩなどの先

端技術を取り入れた新産業の育成，中小企業の技術力向上や販路拡大に取り組むことと

している。 

このため，当該基金においては，中小企業が行う新技術・新製品開発や販路開拓の取

組を重点的に支援していく。 

 

 ① 中小企業の新たなチャレンジの促進 

中小企業が取り組む新技術・新製品の開発，又は，それらを活用した新サービスの

開発を支援する。 

 

  ② 新たな市場の獲得 

中小企業が取り組む海外等の新たな成長市場獲得に向けた販路開拓を支援する。 

 

３ 助成対象 

  県内に主たる事務所，事業所を有する中小企業者等 

 

４ 助成対象の選定・支援方法 

（１）助成対象の選定 

公社において助成対象事業を公募し，県，有識者，中小企業基盤整備機構等で構成す

る委員会において，審査・選定する。 

 

（２）助成対象への支援方法 

 中小企業等が行う以下の取組の費用を助成する。 



① 新技術・新製品開発促進事業 

   ア 革新的な新技術・新製品開発 

   イ 地域資源を活用した新製品開発 

ウ 大学・研究機関・大企業等の知見を活かした新技術・新製品開発 

   エ 上記を活用した新サービス開発 

   オ 上記に附帯する取組 

    

② 販路開拓促進事業 

    ア 展示会出展を核とする販路開拓 

    イ 上記に附帯する取組 

  

（３）資金助成以外の支援 

  県及び公社は，専門家による相談窓口や制度融資，事業活動拠点の提供，公設試等に

おける技術提供等により，助成企業の事業化を支援し，ファンド事業の実効性を高め

ていく。 

 

５ 事後的に評価可能な事業成果に係る目標 

（１）成果目標 

いばらきチャレンジ基金事業の実施による成果目標は，短期と長期のそれぞれに次の

とおりとする。 

 

 

① 新技術・新製品開発促進事業 

[短期目標] 

助成金交付後３年以内の製品化率：30％以上 

[長期目標] 

助成金交付後５年以内の事業化率：30％以上 

 

② 販路開拓促進事業 

 [短期目標] 

助成金交付後１年以内の事業化率※：10％以上 

※販路開拓促進事業における事業化率とは，助成事業に起因する取引が目標年度ま

でに成立し，売り上げに至る助成事業数の割合をいう 

 [長期目標] 

助成金交付後５年以内の事業化率：30％以上 

 

６ 地域の金融機関・中小企業支援機関等との緊密な連携体制の構築 

助成企業の募集に際しては，県内金融機関・中小企業支援機関等の協力も得ながら，

新技術・新製品開発等にチャレンジする企業の掘り起こしに取り組んでいく。 

また，助成企業の円滑な事業遂行のため，県内金融機関・中小企業支援機関等との連



携会議を開催し，助成企業への技術開発や経営支援，資金調達等の事業化に向けた支援

を依頼していく。 

 

７ 県における独自の施策的手当て 

  基金による支援のほか，基金で定める支援重点分野の事業の一部を県による単独補助

事業等により行うものとする。 

  また，県がこれまで取り組んできた専門家による経営・技術面の支援や，大学・研究

機関の有する優れた技術シーズの発掘・事業化，産学官金が連携する中小企業の成長分

野進出支援，制度融資による資金支援並びに中小企業に対する事業活動拠点の提供等の

施策と連携し，いばらきチャレンジ基金の事業効果を高めていく。 

 

８ 事業計画・管理体制・制度運営の構築 

  成果目標の達成に向け，県及び公社は，専門家による相談窓口や制度融資，事業活動

拠点の提供，公設試等における技術提供等により，助成企業の事業化を支援し，ファン

ド事業の実効性を高めていく。 

  また，事業全体の執行状況及び成果目標の達成状況の把握に努め，次年度以降のファ

ンド内容を適宜見直しすることにより，ＰＤＣＡを回していく。 

 

附 則 

この計画は，平成 20 年 6月 10 日から施行する。 

附 則 

この計画は，平成 30 年 7月 6 日から施行する。 

附 則 

この計画は，平成 31 年 2月 1 日から施行する。 


