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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（2022.８月号） 

  
◆◇◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━     
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1. 【募集】事業承継オンラインセミナー（製造業編）を開催します！ 

2. 【募集】「令和４年度チャレンジいばらき就職面接会（後期）」の参加事業所を募集します！ 

3. 【募集】【茨城県外国人材支援センター】企業・団体サポート登録受付中！（登録無料） 

4. 【募集】ベトナム人材受入れ促進セミナーを開催します！（参加無料） 

5. 【募集】雇用シェア（在籍出向制度）に取り組む事業所を募集しています！  

6. 【募集】経験豊富な専門家と一緒に「新たなビジネスプラン」をつくりませんか！ 

7. 【募集】IT ベンダ等の人材育成を支援します！（茨城県 IT 人材育成研修） 

8. 【募集】「産総研施設（TIA オープンイノベーション拠点）」をご活用ください！  

9. 【募集】「めぶき FG ものづくり企業フォーラム 2022」を開催します！  

10. 【募集】令和４年度「いばらき地酒ソムリエ認定試験」受験者を募集しています！ 

      茨城地酒の応援団にあなたもなりませんか？ 

11. 【告知】ボランティア休暇制度、はじめませんか？ 

12. 【募集】「茨城県災害ボランティア登録」における団体登録を開始しました 

13. 【告知】「ベビーファースト運動」に参画しました！ 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
1.【募集】事業承継オンラインセミナー（製造業編）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８月２５日（木）１１：００～１２：００ 
※Ｚｏｏｍによるオンライン配信となります。 
 

令和４年８月１９日 

茨城県産業戦略部産業政策課 

担当：山口 

T E L：029-301-3515 

E-mail：shorobu1@pref.ibaraki.lg.jp 
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○プログラム 
 ①「元オーナーによる後継“社”への事業承継体験談」 
  講師：株式会社マイセン ファウンダー取締役 牧野 仙一 氏（元オーナー） 
     株式会社経営承継支援 代表取締役社長 笹川 敏幸 氏（アドバイザー） 
 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、見逃し配信を実施します。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、過去開催分についても随時、見逃し配信のお申込みを受け付けております。 

 
９月以降も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 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
2.【募集】「令和４年度チャレンジいばらき就職面接会（後期）」の参加事業所を募集します！ 
 

県では、令和５年３月大学院・大学・短大・専修学校・能開校等の卒業予定者を対象に「令和４
年度チャレンジいばらき就職面接会（後期）」を開催するにあたり、参加事業所を募集いたします。 

 
（１）開催期日及び場所 

令和４年 10 月 12 日（水） 
午前の部 10：20～12：20、午後の部  14：00～16：00 
ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町１－６－１） 

 
（２）面接方法 

  事業所ごとにブースを設置し、参加事業所の採用担当者と学生の対面方式による面接。 
 

（３）募集対象事業所 
  県内に本社又は就業場所があり、人事担当者自らが当日面接を行うことができる事業所。 

※詳しくは県ホームページをご確認ください。 
 
（４）参加申込期間・方法 

  申込期間 令和４年８月 22 日（月）8：00 ～ ８月 26 日（金）18：00 
  申込方法 下記ホームページよりお申し込みください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/r4challenge_kouki.html 
 

（５）募集予定事業所数  
  １００社（午前・午後合計） 
 

【問い合わせ先】 
県産業戦略部労働政策課（担当：市川） 

 TEL：029-301-3645（直通）  E-mail：rousei2@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
3. 【募集】【茨城県外国人材支援センター】企業・団体サポート登録受付中！（登録無料）  
 

茨城県外国人材支援センターでは、茨城県の企業が外国人材を継続的かつ安定的に確保できるこ
とを目的とした各種支援、相談などを行っております。 
 現在、外国人材の雇用を検討している茨城県内の事業者様及び留学生が在籍する教育機関などを
対象とした無料のサポート制度を開設しております。 
 本サポート制度利用にはエントリーシートの登録が必要となります（登録料は無料)。外国人材の
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雇用に興味がある皆様のご登録をお待ちしております。 
 
≪企業・団体サポート登録について≫ 
【登録できる方】 
◆外国籍の人材雇用に興味のある県内の企業・団体組合・介護施設などの事業者様 
◆留学生が在籍する、日本語学校、専門学校、大学・短大などの教育機関 
 
【当センターが行うサポート】 
◆専門アドバイザーによる各種支援 
◆外国人材のマッチング 
◆求人票や社内規定等の作成サポート 
◆外国人材雇用後のサポート 
◆メールマガジンの配信 
 
【登録料】 

無料 
 
【登録方法】 

プライバシーポリシー( https://ifc.ibaraki.jp/privacy/ )をご確認のうえ、下記 URL の下部『企業・
団体サポートエントリーシート』に必要事項を入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。 

※登録 URL https://ifc.ibaraki.jp/company/support/ 
 
【登録後の流れ】 

専門アドバイザーが具体的なヒアリングを行い、ニーズに合わせたサポートをご紹介いたします。 
 
【問い合わせ先】 

茨城県外国人材支援センター 
TEL：029-239-3304 9:00～17:00 (土日祝祭日及び年末年始を除く) 
フォームでのお問い合わせ URL：https://ifc.ibaraki.jp/contact/ 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
4. 【募集】ベトナム人材受入れ促進セミナーを開催します！（参加無料） 
 

県では令和元年 11 月 26 日、県内産業を支える優秀な外国人材の受入れ促進に向けて、ベトナム
労働・傷病兵・社会問題省（中央政府）及びロンアン省(地方政府)と協力覚書 （MOU）を締結し
ました。 

この度、ロンアン省代表団の来県を記念し、茨城県内の事業者やベトナムにご興味を持つ方向け
に、ベトナムやロンアン省の特色について広く紹介するとともに、県内企業におけるベトナム人材
の雇用促進を目指して、本セミナーを開催いたします。是非、ご参加ください。 

 
日時：令和４年９月６日（火）14：00～16：30 
会場：ホテルレイクビュー水戸 ２階 紫峰（対面開催と WEB 開催の併用予定） 
開催内容 

①ベトナム-ロンアン省紹介 
②茨城県とロンアン省との協力覚書と取組について 

 ③ベトナム人材活躍事例紹介 
 ④茨城県外国人材支援センターの紹介 
定員：５０名程度（会場／先着順）※WEB 参加は定員上限なし 
お申し込みはこちら！→ URL:https://forms.gle/nxhPcosV8ooN1j7GA 
 
※詳細は、こちらをご覧ください。

https://ifc.ibaraki.jp/wp-content/uploads/2022/08/1f97c00a795205998ed1ecdb984538e7.pdf 
 
【問い合わせ先】 

茨城県外国人材支援センター 
TEL：029-239-3304  FAX：029-239-3305  E-mail：info@ifc.ibaraki.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
5.【募集】雇用シェア（在籍出向制度）に取り組む事業所を募集しています！  
 

公益財団法人産業雇用安定センターでは、企業間での労働者の出向や再就職などの仲介・支援を
無料で行っています。 
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新型コロナウイルスや国際情勢に起因する物価高等の影響により一時的に雇用過剰となった業
界・企業と人手不足となっている業界・企業の間に立ち、受入を相談して出向のマッチングを行い
ます。 

受け入れを希望する企業、送り出しを希望する企業を随時募集しておりますので、産業雇用安定
センターまでぜひご相談ください。 

  
産業雇用安定センターについては、こちらの公式サイトをご覧ください。 

https://www.sangyokoyo.or.jp/index.html 
 

【問い合わせ先】 
公益財団法人 産業雇用安定センター茨城事務所 
TEL：029-231-6044  FAX：029-233-3602 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
6.【募集】経験豊富な専門家と一緒に「新たなビジネスプラン」をつくりませんか！ 
  
 県では、新たなビジネスにチャレンジする意欲的な県内中小企業の皆様向けに、産業技術イノベ
ーションセンターや専門家（起業家、弁理士、コンサルタント等）と一緒に新たなビジネスプラン
づくりやその実現に向けた支援をしており、今回、新たなビジネスプランづくりにチャレンジする
企業を募集いたします。 

起業家、弁護士、コンサルタントなど、多彩な専門分野のメンターの助言をのもと、全６回の研
修を通じて、ビジネスプランのアイデア創出や、プラン実現に向けた仮説検証を繰り返し行う実践
的な支援内容になっています。 

県では令和元年度以降、50 件を超えるビジネスプラン構築の実績があります。ぜひ、この機会に
ご参加をご検討ください。 
 
【参加対象】 

県内中小企業、ベンチャーなどの経営者や企画立案者（ものづくり、IT、サービスなど） 
【研修日程】（R4）9/27、9/28、10/11、11/15、12/13、（R5）1/17 
【会  場】茨城県産業技術イノベーションセンター 
 ※基本的には会場開催を予定していますが、オンライン（Zoom）でご参加いただくこともでき

ます。 
【参 加 費】無料 
【申込締切】令和４年８月 31 日（水） 
 
詳しくは、県技術革新課のホームページをご覧ください。 

https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/sangi/gijutsu/shinbijinesu/shinbijinesu.html 
 
【問い合わせ先】 

県産業戦略部技術振興局技術革新課技術革新支援グループ 山下 
 TEL：029-301-3579  E-mail：gijutsu@pref.ibaraki.lg.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
７.【募集】IT ベンダ等の人材育成を支援します！（茨城県 IT 人材育成研修） 
 

県では、主に IT ベンダ様向けに、プログラミング、アプリケーション開発等に必要なスキルが
学べる研修を実施しています。ぜひご活用ください。 
 
【日程・科目】 
・Python 機械学習基礎講座(9/14～9/15) 
・Python アドバンス講座(10/4～10/5) 
・Python ディープラーニング講座(11/25) 
・Linux サーバー構築スキル・ネットワーク設計講座＜基礎編＞(10/7) 
・Linux サーバー構築スキル・ネットワーク設計講座＜構築編＞(10/20～10/21) 
・Linux サーバー構築スキル・ネットワーク設計講座＜管理編・セキュリティ編＞(11/10～11/11) 
・Android アプリ開発講座(11/15～11/17) 
・C#データベース講座(12/14～12/15) 
【会場】(株)ひたちなかテクノセンター（ひたちなか市新光町 38） 
【参加費】受講料及びテキスト代（講座によって異なります） 
 
詳細は、業務委託先である(株)ひたちなかテクノセンターのウェブページをご覧ください。 

https://www.htc.co.jp/?cat=3 
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※見出しに“茨城県 IT 人材育成研修事業”と記載のあるものが、本事業によるものです。 
 
【備考】 
・COVID-19 の状況によって中止又は変更となる可能性があります。 
・受付は順次開始するため、お申込み受付開始前の場合がございます。 
・お申込みが定員に達し次第受付を終了します。 
 
【問い合わせ先】 
(業務受託者・研修の内容やお申込みに関すること) 

株式会社ひたちなかテクノセンター 望月・高橋 
TEL：029-264-2200  E-mail：seminarhtc@htc.co.jp 

(茨城県 IT 人材育成研修事業に関すること) 
県産業戦略部技術振興局技術革新課技術革新支援グループ 簑輪 
TEL：029-301-3579  E-mail：gijutsu@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
８.【募集】「産総研施設（TIA オープンイノベーション拠点）」をご活用ください！  
 

県では、県内中小企業の成長分野への進出を促進するために、県内中小企業と県内外ベンチャー
企業や最先端の科学技術を有する大学・研究機関とのネットワーク強化等に取り組んでおります。 

今回、産総研内に設置された共用研究開発施設のうち、「ナノプロセシング施設（NPF）」と「MEMS
研究開発拠点（MEMS）」講演会（オンライン参加含む）及び見学会を開催いたしますので、ぜひ、
ご参加ください。 
 
■開催日時：令和４年 9 月 5 日（月）13：30～16：30 
■開催場所 
【講演会】産業技術総合研究所 第二事業所（つくば市東 1-1-1）（定員：20 名） 

※オンラインでも参加できます！ 
【見学会】産業技術総合研究所 第二事業所＆東事業所（定員：20 名） 
■Program 
【講演会】会場＆オンライン 
 ・産総研施設、TIA オープンイノベーション拠点の概要 
 ・産総研中小・ベンチャー関連の諸制度の説明 
 ・利用者からの説明・利用例 
【見学会】※応募多数の場合は、県内企業（ベンチャー含む）を優先させていただきます。 
 ・ナノプロセシング施設  ・MEMS 研究開発拠点 
 ※Program 詳細は、下記 URL をご参照ください。 
  https://www.tsukuba-tci.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/220905TIA.pdf 
 
■お申込方法 
 ★フォームでの申込  https://sss-pj.jp/event/220905/ 
 ★メールでの申込   E-mail : isssk@tsukuba-tci.co.jp 
※お申し込みの際は、「会社名、所属、電話番号、氏名、参加方法（現地 or オンライン参加）、 

メールアドレス、見学会参加希望の有無」を記載してください。 
 
【問い合わせ先】 
 茨城県成長産業振興プロジェクト事業受託事業者（つくば研究支援センター内） 
 E-mail：isssk@tsukuba-tci.co.jp 
 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
９.【募集】「めぶき FG ものづくり企業フォーラム 2022」を開催します！ 
 

めぶきフィナンシャルグループは、このたび、北関東で最大級の展示会である「めぶきＦＧもの
づくり企業フォーラム 2022」を開催いたします。 

本フォーラムは、予約商談会やパネル展示商談会を通して、販路開拓等につながる商談の機会を
ご提供するものですので、ぜひ、皆様のご来場をお待ちしております。 

なお、今年度出展する 167 社の技術を「技術提案書 2022」として取りまとめておりますので、
下記 URL から閲覧ください。 
 
詳細・技術提案書・ご来場のお申込については、こちらをご覧ください。 

https://www.joyobank.co.jp/enterpri/monozukuri/2022.html 
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【開催概要】 
１ 名称：めぶきＦＧ「ものづくり企業フォーラム 2022」技術商談会 
２ 日時：令和４年９月 15 日（木）10：00～17：00 
３ 場所：つくば国際会議場（つくば市竹園 2 丁目 20 番 3 号 TEL：029-861-0001） 
４ 主催：株式会社常陽銀行、株式会社足利銀行 
５ 共催：茨城県、栃木県、つくば市、茨城県信用保証協会、栃木県信用保証協会 
６ 後援：経済産業省関東経済産業局、日本貿易振興機構(ジェトロ)等 10 機関 
７ 募集締切（来場申込）：令和 4 年 9 月 13 日（火） 
 
【問い合わせ先】 
（運営会社） 

株式会社常陽銀行 コンサルティング営業部 担当：園田 
TEL：070-3081-6418 
株式会社足利銀行 営業推進部 担当：桜井 
TEL：028-626-0632 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
10.【募集】令和４年度「いばらき地酒ソムリエ認定試験」受験者を募集しています！ 

茨城地酒の応援団にあなたもなりませんか？  
 

県では、令和元年度より茨城県産日本酒の認知度向上と消費拡大を図るため、地酒について語り、
またおすすめできる知識をもった方を「いばらき地酒ソムリエ」として認定しています。令和３年
度からは、上級試験となる「いばらき地酒ソムリエ試験 S 級」も始まりました。 

現在、「いばらき地酒ソムリエ認定試験」の受験者を募集しております。是非奮ってご受験くださ
い！ 

 
【令和４年度いばらき地酒ソムリエ認定試験 概要】 
１．試験日時 

令和４年９月 19 日（月・祝）11:00～12:00（受付 10:00～） 
２．試験会場 

フェリヴェールサンシャイン（住所：茨城県水戸市白梅 2-3-86） 
３．申込期間 

令和４年８月１日（月）～８月 31 日（水） 
４．申込方法 

いばらき地酒ソムリエ認定試験申込ページより申込を行ってください。 
https://www.pref.site/ibaraki/jizake-sommelier/ 

５．受験対象者 
試験日当日に 20 歳以上の方 ※過去に合格されている方は受験できません。 

６．受験料 
無料 

７．受験定員 
100 名（先着順） 

８．試験内容 
４択式マークシート 40 問 

９．出題分野 
 (１) 茨城県産日本酒に関する歴史、文化、地理 など 
 (２) 茨城の酒蔵、銘柄の雑学やうんちく など 
 (３) 日本酒の原料、製造方法、品質管理 など 
 (４) 日本酒の楽しみ方や選び方（日本酒の分類、料理との相性、ラベルの読み方）など 
  ※県ホームページに掲載されている「いばらき地酒ガイドブック」や酒造組合等のホームペー

ジに掲載されている情報から出題されます。 
詳しくは県技術革新課ホームページをご確認ください。 

10．備考 
  「いばらき地酒ソムリエ試験 S 級」の申込期間は 10 月５日から予定しております。 

今回募集している「いばらき地酒ソムリエ」への認定がＳ級の受験資格となりますので、 
Ｓ級を受験されたい方はお忘れなく！ 

 
【詳細について】 

技術革新課のホームページをご覧ください。 
https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/gijyutsu/chiiki/sommelier.html 
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【問い合わせ先】 
産業戦略部 技術振興局 技術革新課 地域産業振興室 
TEL：029-301-3585  E-mail：shinkou@pref.ibaraki.lg.jp 

 
◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
11.【告知】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。 

http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/chiiki/kyuka.html 
 

【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 
 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
12.【募集】「茨城県災害ボランティア登録」における団体登録を開始しました 
 

県では、令和２年 12 月に制定された「茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための
条例」を踏まえ、災害ボランティア活動の支援・促進に取り組んでいます。 

「茨城県災害ボランティア登録」は、災害時のボランティア活動の円滑化に備え、災害時に災害
ボランティア活動をしていただける方や、災害ボランティア活動に興味がある方などに予め登録を
していただき、災害時だけでなく平常時から、災害ボランティア活動に関する様々な情報をメール
にて配信する制度です。 

令和４年度は、４月 18 日から個人登録を開始しておりますが、今回新たに団体登録も開始いた
しました。是非、ご登録ください。 
 
１ 団体登録の募集開始日 

令和４年５月３１日（火） 
※登録募集期間：令和５年２月２８日まで 
※登録有効期間：令和５年３月３１日まで（年度単位で登録いただきます。） 

２ 登録対象団体 
  茨城県内で災害が発生した際に、災害ボランティア活動を希望する団体又は同活動に興味が

ある団体 
※登録する際にはメールアドレスが必要となります。 

３ 登録方法 
県福祉政策課ＨＰ又は特設サイト「災ボラＳＴＡＮＤＢＹ（スタンバイ）」から、 

「災害ボランティア登録」の団体登録用フォームにアクセスし、オンライン申請を行います。 
  ※「災ボラ STANDBY」URL https://saiborastandby.jp/ 
 

【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 
 

◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
13.【告知】「ベビーファースト運動」に参画しました！ 
 

「ベビーファースト運動」は、子育て世代が子どもを”産み育てたくなる”社会を実現するための
運動です。（公社）日本青年会議所が提唱し、全国の企業・行政・個人に対し活動宣言に基づく具体
的な活動を呼び掛けているものです。 

令和４年７月 14 日、県は、経営者協会、商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央
会をはじめとする団体や企業の皆様とともに共同でベビーファースト宣言を行いました。 

今後、県では、当運動を県内に広げていきたいと考えております。子どもをより産み育てやすい
環境づくりに向け、事業者の皆様には、運動の趣旨のご理解と、当該運動への積極的な参画を検討
いただきますようお願いいたします。 

 
■ベビーファーストホームページ https://babyfirst.jp 
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【問い合わせ先】 

県福祉部 少子化対策課 母子保健グループ 
TEL：029-301-3257  E-mail：shoutai1@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。  
━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆━◇━◆ 
 


