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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（2022.７月号） 

  
◆◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     
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◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【募集】「いばらきデザインセレクション 2022」募集中です！！ 
 
 茨城県デザインセンターでは、県内の優れたデザインを選定し、PR することにより、本県の産
業イメージや地域イメージを高めるとともに、県内中小企業のデザイン開発力の向上を図るため、
「いばらきデザインセレクション」を平成 17 年から実施しており、今年度で 18 回目の実施となり
ます。 

今年度も県内の製品、建築やイベント等、様々な分野のデザインを募集しています。ふるってご
応募ください。 
 
１ 応募資格：県内に事業所を置く中小企業、団体、個人事業主等 
 
２ 応募対象：具現化されたものがあり、デザインの審査対象となりえるモノやコト 
 
３ 応募分野 
 ■製品・工芸部門 
  工業製品等のデザイン、木工、陶芸・漆器・石工・織物などの工芸製品 
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 ■パッケージ・グラフィック部門 
  食品や日用品、青果などのパッケージ、その他のポスターやパンフレット、 

広告やＷＥＢ・アプリ・映像のデザイン 
 ■空間・建築部門 
  住宅や商業施設、公共施設などの空間および建築物のデザイン 
 ■ソーシャルデザイン部門 
  イベントや活動、サービスや仕組みのデザイン、ビジネスモデルに関するブランディング、 

その他の社会的な活動に関わるデザイン 
             
４ 応募方法 

応募用紙（https://id-selection.jp/）に必要事項を記入の上、事務局にメール、郵送または直接
提出してください。 

 
５ 応募締切：令和４年８月 17 日（水）※当日必着   
 
６ 応募費用：無料 
 
７ 応募先：茨城県デザインセンター 
      （ひたちなか市新光町３８番地 ひたちなかテクノセンター２階） 
 

※募集の詳細はこちらをご覧ください。 
https://id-selection.jp/ 

 
【問い合わせ先】 

茨城県デザインセンター 
 ひたちなか市新光町３８番地 ひたちなかテクノセンター２階 
 TEL：029-264-2205  FAX：029-264-2206  E-mail：info@idesign-c.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.【募集】新しい事業分野に進出する中小企業等の研修費を補助します！ 
 

「いばらき中小企業人材育成支援事業補助金」は、新しい事業分野に進出する中小企業や個人事
業主の方を対象に、従業員の経験や能力の向上を図る資格取得やスキルアップのための教育研修費
等を補助しております。ぜひご活用ください！ 
 
【対象者】 

①新たな事業分野へ進出する者 
※基本的には、従来とは異なる業種の事業を開始する場合を想定しています。 

②新製品・新サービスの開発や生産プロセスの改善を行う者 
※従来の事業分野における開発・改善の場合は、単純なメニュー追加等は対象外となります。 
 

【対象経費】 
新分野進出・新製品開発等に必要となる資格取得やスキルアップのための教育研修費等 
（外部研修の受講料、外部講師の招へい費用） 

 
【補助額】 

１事業者あたり最大 10 万円（補助率１／２） 
 
【公募期間】 

令和５年１月 27 日（金）まで （必着） 
※研修等を受講開始する 14 日前までに申請してください。 

ただし、予算額(500 万円)に到達し次第、終了となります。 
 
○詳細は、県ホームページをご覧ください。 
 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sansei/sangyo/jinzai/jinzai_top.html 
 
【問い合わせ先】 

県産業戦略部 産業政策課 産業企画グループ 
 TEL：029-301-3525  E-mail：shosei2@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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3. 【募集】事業承継オンラインセミナーを開催します！  
 

後継者不在企業の事業承継を支援するため、事業承継を検討中の経営者や、他社の引継ぎに関心
のある経営者の皆様等を対象に、オンラインセミナーを開催します。 

 
○日時 

令和４年７月 28 日（木）11：00～12：00 
※Ｚｏｏｍによるオンライン配信となります。 

 
○プログラム 
 ①「円滑な後継“社”への事業承継」 
  講師：株式会社経営承継支援 代表取締役社長 笹川 敏幸 氏 
 ②「茨城県による事業承継支援策について」 
  講師：茨城県産業戦略部中小企業課 

 
セミナーの内容及び申込方法等の詳細は、下記ＵＲＬ（県中小企業課ホームページ）をご確認く

ださい。 
 https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/ma.html 

※後日、見逃し配信を予定しております。当日は都合が合わず、ご参加いただけない方も 
ぜひお申込みください。 

 
また、８月以降も全６回にわたり、毎回特定の業種を取り上げ、実際の事業承継の事例等をご紹

介する内容のセミナーを開催していく予定です。 
詳細については順次、ホームページや本メルマガ等にてご案内いたします。 
 

【問い合わせ先】 
運営事務局：株式会社常陽産業研究所 
TEL：029-233-6734 FAX：029-233-6724 
茨城県産業戦略部中小企業課 
TEL：029-301-3560 
 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. 【募集】｢茨城県女性リーダー登用先進企業｣を募集します！ 
 

県では、企業における女性の活躍を推進するため、女性の登用に積極的に取り組み、その実績が
優れている企業を「茨城県女性リーダー登用先進企業」として表彰しております。ぜひ、皆様のご
応募をお待ちしております！ 

 
■表彰要件： 

①茨城県内に本社又は主たる事業所を有し、「いばらき女性活躍・働き方応援協議会」の会員企業
であること。 

②女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局への届出及び外部への公表を行
い、また、一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表を行っていること。（常時雇用
する労働者数が１００人以下の事業主は除く） 

③管理職等への女性労働者の登用促進のための取組を実施していること。  
④直近の事業年度における女性管理職の割合が産業別の基準値を超えており、かつ、直近の３事

業年度における割合が概ね向上若しくは高い状態を維持していること。または役員に１人以上
の女性を登用していること。 など 

 
■応募方法 

企業からの自薦または県内経済団体及び市町村等からの推薦 
推薦書様式１、２及び添付書類一式を提出してください。 

 
提出期限：令和４年９月 30 日（金） 
 
提出先：茨城県産業戦略部労働政策課 労働経済・福祉グループ 

〒310－8555 茨城県水戸市笠原町９７８－６ 
 

詳細は、県のホームページをご覧ください。 
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/jokatsu/hyousyou.html 
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【問い合わせ先】 
 県産業戦略部 労働政策課 労働経済・福祉グループ 
 TEL：029-301-3635（直通）  E-mail：rosei1@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5.【情報】雇用調整助成金の特例措置が 9 月末まで延長されました 
 

雇用調整助成金は、事業主が従業員に休業手当を支払う場合に、その一部を助成する制度です。 
この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ設けられていた特例措置が９月末まで延長さ

れました。助成限度額は日額 9,000 円/人に、中小企業の助成率は最大で 9/10、大企業の助成率は
最大で 3/4 と７月以前の特例措置の内容と同様です。 

なお、3 か月平均で 30％以上売り上げ等が減少した事業所や、緊急事態宣言、まん延予防等重点
措置で時短要請等に協力した事業所には、従来どおり、助成限度額は日額 15,000 円/人に、助成率
は最大で 10/10 が適用されます。 

また、事情により休業手当を受けられない中小企業の従業員向けに、国が直接給付する「新型コ
ロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」も、休業期間及び申請期限が延長されました。 

特例措置の内容は随時更新されていますので、下記 URL から最新の情報をご確認ください。 
 
〇雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金（パート・アルバイト対象） 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 
問い合わせ先電話：0120-60-3999 
 
〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 
問い合わせ先電話：0120-221-276 
 
【問い合わせ先】 

県産業戦略部労働政策課 雇用促進対策室 
 TEL：029-301-3645  E-mail：rousei2@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
6.【募集】大手企業への「ビジネスアイデア提案会」を実施します！ 
  
 茨城県産業技術イノベーションセンターでは、企業のイノベーション創出に向けて、県内中小企
業と大手企業等との交流を目的としたビジネスアイデア提案会を開催します。 

身近な企業の意外な技術を知ることができるかもしれません。聴講は無料です。今後の新規事業
の創出や企業間連携等に向けて、ぜひこの機会をご活用ください。 
 
【日 時】令和４年８月１日（月）13：30～16：00 
 
【場 所】オンライン開催（Zoom） 
 
【発表内容】 

県内中小企業が、以下の分野・キーワードに関する取組を発表します。 
 ［IT 分野］顧客情報のデータ可視化／物流の効率化／自動化・ロボット／AI・IoT 
 ［エネルギー分野］再生可能エネルギー／光熱費高騰対策 
 ［金属 3D プリンタ関連］造形品の機械加工、研磨、表面改質／狭小流路の精密洗浄 
 ［ヘルスケア分野］化粧品開発（新規原料、製剤化技術、評価機器）／エアゾール製品の開発／

女性向けヘルスケア製品 
【参加予定の大手企業】 

エア・ウォーター・ゾル株式会社、株式会社カスミ、株式会社中央エンジニアリング、 
 帝人株式会社、前田建設工業株式会社 
 
【聴講の申込み】 
 申込方法などの詳細はこちらをご確認下さい。※本提案会での「発表者」の募集ではありません。 

https://www.itic.pref.ibaraki.jp/page-1572/ 
 申込締切：７月 29 日（金）12 時 
  
【問い合わせ先】 

茨城県産業技術イノベーションセンター 
イノベーション戦略部 産業連携グループ 石川（洋）、石川（卓） 

 TEL：029-293-7212  E-mail：renkei2@itic.pref.ibaraki.jp 
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◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
７.【募集】（公財）広沢技術振興財団「令和４年度ものづくり技術助成事業」を実施します！ 
 
 茨城県の産業振興への寄与を目的としている公益財団法人広沢技術振興財団（代表理事：廣沢清
氏、所在地：茨城県つくば市）では、研究助成等を公募しています。 

地方にこそ成長のチャンスを見いだそうとする「地方創生」が叫ばれる中、ものづくりに励む県
内の中小企業や町の発明家を担う個人の事業者等を支援しようとするものです。 
 皆さまのご応募をお待ちしております。ふるってご応募ください。 
 
【募集内容】 
（１）試験研究助成事業 

内  容：ものづくり技術の高度化を図るための試験研究に対する助成 
助 成 額：１件あたり原則として 200 万円以内 
採択件数：４～５件程度 

（２）知識普及助成事業 
内  容：ものづくり技術の高度化に関する知識の普及活動に対する助成 

       （講演会・シンポジウム・セミナーの開催等） 
助 成 額：１件あたり原則として 100 万円以内 
採択件数：１件程度 

 
【応募資格】 
・茨城県内に所在する次の中小企業・機関・団体やそこに所属する個人（学生・大学院生を除く） 
・中小企業又は個人事業者（事業所を有するものに限る） 
・大学・大学院、短期大学、高等専門学校又は大学校 
・その他本財団の理事会が適当と認める者（実行委員会・研究会・NPO 法人・大学発ベンチャー
等） 
 
【応募方法】 

所定の申請書に必要事項を記入し、必要に応じて関係書類を添付のうえ郵送・宅配便等により１
部提出願います。 

なお、応募に際しては、必ず募集要項をご確認ください。 
 
募集要項・申請書様式等は下記 URL よりダウンロード可能です。 

http://www.hirosawa-zaidan.com/zaidan-boshu/zaidan-boshu-r04.html 
 
【応募締切】 

（１）（２）ともに令和４年９月５日（月）必着 
 
【提出先】 

公益財団法人 広沢技術振興財団 
〒300-4297 茨城県つくば市寺具 1395 番地１ 

 
【問い合わせ先】 

公益財団法人 広沢技術振興財団 
TEL：029-869-1671/029-869-0447  FAX：029-869-1670 
E-mail：monodukuri@hirosawa-zaidan.com 
HP：http://www.hirosawa-zaidan.com/ 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
８.【募集】令和５年度文部科学大臣表彰「創意工夫功労賞」の受賞候補者を募集します！ 
 

優れた工夫によって各職域における技術の改善向上に貢献した個人やグループを表彰する「創意
工夫功労者賞」の候補者推薦を募集しています。（文部科学大臣表彰） 

本賞は、鉱工、農林、水産、運輸、通信、建設、電力ガス等の業務に従事する勤労者のうち、工
場等における職長以下の工員、農林水産業従事者、研究所における研究補助員、技能職員及びこれ
と同程度の者であって、優れた創意工夫によって各職域における技術の改善向上に貢献した方を対
象とする表彰制度です。 

多くの方からのご応募をお待ちしております！ 
 
【募集期間】 

令和４年５月 31 日（火）～令和４年８月 17 日（水）※必着 
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【対象要件等詳細及び提出様式】 

文部科学省ホームページ「会見・報道・お知らせ」の「公募情報」内「令和５年度科学技術分野
の文部科学大臣表彰受賞候補者の推薦について」をご確認ください。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/1417596_00004.htm 
 
【提出先】 

茨城県産業戦略部技術振興局技術革新課 管理・調整担当 宇津野 
〒310-8555 水戸市笠原町 978 番６ 

 
【問い合わせ先】 

県産業戦略部技術振興局技術革新課 管理・調整担当 
TEL：029-301-3574  FAX：029-301-3599 
E-mail：kogi@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
９.【募集】「第３回いばらきイノベーションアワード」の公募を開始しました！ 
 

県では、先端技術を活用した新製品・新サービスを対象に表彰する「いばらきイノベーションア
ワード」を実施しています。この事業は、県内の先端技術を活用した新製品・新サービスを対象に
表彰を実施することで、より一層の製品化や地域経済を支える新産業の成長の促進を目的としてい
ます。みなさまからのご応募をお待ちしております。 
 
１ 募集対象 

概ね３年以内に発売された先端技術を活用した新製品・新サービス 
（対象期間内に大きな改良・改善をした新製品・新サービス） 

 
２ 応募資格 

茨城県内に本社・工場・研究所等の主な事業所を有する企業及び個人 
 
３ 応募期限 

令和４年９月１日（木）まで 
 
４ 応募方法 

申込フォーム又は郵送より、以下の書類をご提出ください。 
・参加申込書 
・新製品・新サービスの既存のカタログ・パンフレット 

 
５ 表彰 

・大賞（１件以内）賞金 100 万円、賞状及び記念品を授与。 
・優秀賞（３件以内）賞状及び記念品を授与。 

 
◇申込フォーム 

https://s-kantan.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=30746 
 
◇事業詳細 

https://ibaraki-kagaku.com/innovation/ 
 
【問い合わせ先】 

県産業戦略部技術振興局 科学技術振興課 科学技術グループ 
 TEL：029-301-2532  E-mail：kagaku@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
10.【募集】県北地域「ビジネスチャレンジプログラム」アイデアソンの一般参加者を 

募集しています！ 
 

県では、県北地域における地域活性化や雇用創出を図るため、新たなビジネスにチャレンジする
県北地域の中小企業を対象に「ビジネスチャレンジプログラム」を実施しております。 
 この度、多様な参加者がアイデアを出し合い、ビジネスプランの策定を支援するアイデアソンの
手法を新たに活用して新事業開発を目指す中小企業を公募により 10 社選定しました。 
 アイデアソンは 7 月 16 日(土)から月１回のペースで開催することとしており、現在、参加企業
10 社のビジネスプランに対してアイデア出しをする一般参加者を県内外から広く募集しておりま
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す。 
 １回だけの参加も可能ですので、みなさまのご参加をお待ちしております。 
 
＜開催概要＞ 

県北地域の中小企業等を対象に、本質的な経営課題に対する「気づき」を促すセミナーを開催す
るとともに、ビジネスプランの策定支援を行い、企業の新事業展開を促進するプログラム 
 
【アイデアソン編】全７回（無料） 

募集対象：企業経営者、個人事業主、会社員、公務員、学生など。地域に関わらず、 
どなたでもご参加いただけます。１回だけの参加でも可。 

会  場：日立地区産業支援センター（日立市西成沢町２丁目２０－１） 
募集期間：開催当日まで受付 
開 催 日：【全７回】 

７/16(土)、８/13(土) 、９/10(土) 、10/15(土)、11/19(土) 、12/10(土)、１/28(土)  
開催時間：13:00～18:00 

※最終日（1/28(土)）は、参加事業者のビジネスプランについてのピッチ（成果報告会）を実施し
ます。 
 
【申込方法等】 

アイデアソン参加企業の詳細、お申込は、下記 URL からお願いします。 
  https://civicpower.jp/bcp/ 
 
【問い合わせ先】 

県政策企画部 県北振興局 振興グループ 
 TEL：029-301-2715  E-mail：kenpokusinkou2@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。 
 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。  
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 
 


