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資料提供 

 

 

 

 

 

 

県産業戦略部では、主に企業の方に向けたメールマガジンを毎月発行しておりますので、記者ク

ラブの皆様へ資料提供させていただきます。（Ｅメールでの定期配信をご希望の場合は、上記担当ま

でご連絡ください） 
 
茨城県 産業戦略部 からのお知らせです（2023.３月号） 

  
◆◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     
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◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【案内】令和４年度経営革新計画事例集のご紹介  
 

県では、中小企業等経営強化法に基づき、新サービスの提供や新商品の開発等の新たな取組を行
い経営基盤の強化を目指す「経営革新計画」の承認を受けた事業者の中から、様々な創意工夫によ
り経営の向上を果たした事業者の取組をご紹介させていただく、「経営革新計画事例集」を作成して
おります。 

 
令和４年度は、以下の 11 社の事業者にご協力をいただき、経営革新計画の内容やその効果など

をご紹介しております。 
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/keieikakushin/jireisyu-2020.html 

 
１．有限会社楠見材木店 
２．株式会社 G-TECH 
３．ライループロジェクト 
４．FLOWERNOTE 
５．有限会社城北工機 
６．株式会社ウッドスタイルホーム 
７．あけぼの洋装店 
８．有限会社湖月庵 
９．株式会社タナカヤ／ジュエリーマーノ 
10．月待の滝 もみじ苑 
11．さまた接骨院 
 
経営革新計画の概要についてはこちらからご確認ください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/keieikakushin/top.html 
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【問い合わせ先】 
県産業戦略部中小企業課 経営支援室 
TEL：029-301-3550 
E-mail：shoryu1@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.【案内】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金等は終了予定です 
 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により仕事を休
まざるをえない労働者に対して、有給の休暇を取得させた事業主を対象とした「新型コロナウイル
ス感染症による小学校休業等対応助成金」を、令和３年８月 1 日から令和５年３月 3１日までの間
に取得した休暇について支援を行ってまいりましたが、今般、令和 5 年 3 月 31 日までの休暇取得
分をもって制度を終了する予定となりました。 

 
小学校助成金の最終の申請期限は令和 5 年 5 月 31 日になりますので御注意ください。 

 
また、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」（以下「特別相談窓口」という。）を労働

局に開設し、労働者の方からの御相談や事業主へ小学校助成金の活用の働きかけを行ってまいりま
したが、特別相談窓口についても令和５年６月 30 日をもって終了する予定となりましたので、併
せてお知らせいたします。 

 
【問い合わせ先】 

小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター TEL：0120-876-187 
茨城労働局雇用環境・均等室（特別相談窓口）  TEL：029-277-8295 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
３. 【案内】「TSUKUBA CONNECT #48 次世代アントレプレナーと茨城の未来」にご参加くださ
い（R5.3.17（金））！  
 

県では、つくばを中心にスタートアップの世界的な拠点形成を図るため、起業家や投資家、研究
者や企業など、様々な分野の方がピッチや交流するプログラム「TSUKUBA CONNECT」を毎月
第 3 金曜日に開催しています。 

 
3 月 17 日（金）のテーマは、「次世代アントレプレナーと茨城の未来」です。高校生による「IBARAKI

ドリーム・パス事業」プレゼンテーション大会の上位入賞３チームが登壇し、投資家や先輩起業家
から夢の実現に向けたより具体的なアドバイスをもらうことで、アントレプレナーシップ（起業家
精神）を育み、将来有望な若手起業家の輩出へ繋げます。 

 
以下 URL から参加をお願いします（参加費無料、推奨ブラウザ：Google Chrome）。 
https://venturecafetokyo.org/event/tsukuba-connect-48/ 
 

「TSUKUBA CONNECT #48 次世代アントレプレナーと茨城の未来」 
日時：令和 5 年 3 月 17 日（金）17:30～21:00 
会場：co-en 及び オンライン 
 
■17:30-18:00 
How to enjoy TSUKUBA CONNECT 
 
■18:00-18:15 
[Session 1] 仮）文部科学省 次世代アントレプレナーシップ教育の取り組み紹介 
・和仁 裕之 氏 = 文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 専門職 
 
■18:20-19:20 
[Session 2] PITCH ARENA IBARAKI ドリーム・パス☆高校生ピッチ 
・つくば工科高等学校「霞ヶ浦で泳ぎたい！～水中探査で豊かな未来を～」 
・石下紫峰高等学校「International Language for 幼稚園児」 
・竹園高等学校「バナナバイオエタノール～環境保全と経済活性化の両立を目指して～」 

（コメンテーター） 
・伊藤 羊一 氏 = 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 
・平良 侑希 氏 = Ambii 株式会社 共同創業者＆CEO 
・豆塚 滋夫 氏 = 株式会社常陽キャピタルパートナーズ ファンド事業部担当部長 
・吉川 佳佑 氏 = 株式会社ガイアックス 起業家教育事業 責任者 
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■19:20-19:50 
[Session 3] 仮）アントレプレナーシップ教育最前線 
・伊藤 羊一 氏 = 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 
 
■20:00-21:00 
[Session 4] 探究学習による起業の裾野拡大と次世代イノベーター育成 
・菅原 広豊 氏 = 常陸 frogs 代表 
・吉川 佳佑 氏 = 株式会社ガイアックス 起業家教育事業 責任者 

 
【問い合わせ先】 

県産業戦略部技術振興局技術革新課 イノベーション創出グループ   
TEL：029-301-3522  E-mail：shosei5@pref.ibaraki.lg.jp 
 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
４.【案内】酒類事業者向け補助事業について（国税庁）  
 

国税庁では、日本産酒類の輸出促進や、酒類業者が直面する国内需要の減少への対応を目的とし
て、酒類事業者向けに「海外展開・酒蔵ツーリズム補助金」、「フロンティア補助金」の申請を募集
しています。 
 
（１）海外展開・酒蔵ツーリズム補助金（令和４年度第２次補正予算） 

日本産酒類の輸出拡大には、商品等の高付加価値化や、認知度向上に向けた取組が重要であ
ることから、酒類事業者による海外展開（販路拡大・ブランド化）や酒蔵ツーリズムを推進す
る取組を支援します。 

 
（２）フロンティア補助金（令和５年度予算（案）） 

  酒類事業者が直面する国内需要の減少、酒類事業従事者の高齢化といった構造的課題や、新
型コロナウイルス感染症拡大の影響により顕在化した課題への解決に向けて、国内外の新市場
を開拓するなどの意欲的な取組を支援します。 

 
※補助金の詳細については、公募要領でご確認ください。 

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm 
 

【問い合わせ先】 
関東信越国税局 課税第二部 酒類業調整官 
TEL：048-600-3111（内線 2494） 
E-mail：brand.tourism@kat.nta.go.jp（海外展開・酒蔵ツーリズム補助金） 

frontier@kat.nta.go.jp（フロンティア補助金） 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
５.【案内】ボランティア休暇制度、はじめませんか？  
 

令和元年の東日本台風災害では 13,000 人以上、平成２７年の関東・東北豪雨では 35,000 人以上
の災害ボランティアが県内外から被災地に駆けつけ、被災者支援活動を行いました。 

災害時、被災者の生活再建のために、災害ボランティアの活動は必要不可欠です。更なる大規模
災害に襲われたとき、1 人でも多く、少しでも早く、災害ボランティアが被災者支援に向かえるよ
うに、是非、ボランティア休暇制度の導入をご検討ください。 

 
※詳細は、下記ホームページをご覧ください。 

https://saiborastandby.jp/borakyu/ 
 

【問い合わせ先】 
県福祉部福祉政策課 地域福祉グループ 
TEL：029-301-3157  E-mail：fukushi1@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆*◆* 

★ご覧いただき、ありがとうございました★ 次号をお楽しみに！！ 
 
◇県産業戦略部では、主に企業の方に向けて当メールマガジンを毎月発行しております。 
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 当メールの定期配信をご希望の場合は、下記 E-mail あてに、 
 「氏名、企業・団体名、連絡先、E-mail」を記載のうえ、送信願います。 
 
 また、本メールマガジンへのご意見等ございましたら、下記発行元に電子メール、または FAX 
にてお寄せください。  
 
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 
◇ 発行元、ご意見・お問い合わせ先  
  茨城県産業戦略部産業政策課総務Ｇ企画担当 

  住 所：〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978-6 
連絡先：TEL 029-301-3515 FAX 029-301-3539 

               E-mail：shorobu1@pref.ibaraki.lg.jp 
◇ Copyright(C) 2008 茨城県 掲載記事の無断転載を禁じます。  
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 
 


