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はじめに 

 

日立市は、平成 24 年 3 月に平成 33 年度までの 10 年間を計画期間としてまちづくりの基本理念、目

指すべき将来都市像、そしてその将来都市像を実現するための施策の大綱を定めた基本構想、併せて、

この基本構想に定めた施策の大綱に基づいて平成 28 年度までの 5 年間に取り組むべき施策や事業を体

系的に定めた基本計画を「総合計画」として策定しました。日立市の将来都市像「生活未来都市・ひた

ち ～知恵と自然が響き合い、くらしを明日につなぐまち～」を実現するため、①くらしの安心をつな

ぐ、②まちの活力を育む、③地域の力を磨きいかすことを基本理念に 6 つの分野にわたっての施策を定

めています。「ものづくりの都市」として培われてきた知恵や技など貴重な資産を受け継ぎ、活用して

先進的な循環型社会の実現を目指すこととしています。 

さらに、この総合計画に基づいた産業部門の個別計画として、平成 25 年度から平成 29 年度までの 5

年間を計画期間として、現在抱えている課題を克服するための戦略や具体的な施策を提案するため平成

25 年 3 月に「日立市商工振興計画」を策定しました。この計画においては、工業に関する将来像とし

て「厚みと柔軟さを兼ね備えた産業集積の実現を目指す」こととしています。 

これらの計画に沿って公益財団法人日立地区産業支援センターは、今後県北臨海地域の工業を中心と

した産業集積の健全な育成、発展、そして活性化を図り、地域の振興に寄与する事業、支援策を今後ど

のように進めていくべきかの方針を明らかにしておくことが必要です。この中期経営計画は、当財団が

今後 3 年間で果たすべき役割とその方向性、事業案を示すものです。 

これまで日立地区産業支援センターは、人材育成、競争力強化、受注・顧客開拓、新技術・新製品開

発等のための支援事業を展開し、地域中小企業の成長、発展、そして地域産業振興のための事業を実施

してまいりました。これら事業の基本は踏襲しつつも具体的な内容は時代の変遷や社会経済情勢の変化、

地域中小企業の需要などを踏まえ、役割を終えた事業は廃止し、必要と認められる新たな事業はできる

限り取り入れるなどスクラップアンドビルドを図ってきました。 

今後も基本的な事業分野は引き続き継続して行うとともに地域中小企業の皆様などからの御意見を

踏まえて、変化の激しい今の時勢に応じた適時適切な事業の実施に努めてまいります。 

当財団は、平成 25 年度からは「公益財団法人」へ移行しています。「地域社会の健全な発展を目的」

とした支援事業を展開するとともに財政基盤を明確にし、財団自体も引き続き健全な運営に努めてまい

ります。 



 

2 

１ 経営理念 

 

 

 

 

 

日立市は、（旧）日本鉱業や日立製作所、そしてこれを取り巻く中小企業群が集積し、製造業を中心

とした「ものづくりのまち」として発展してきました。100 年を超える歴史においてこれまでこの地域

に蓄積されてきた人材、技術、技能などの資産は、極めて貴重であり、かけがえのない重要なものです。 

これら地域の資産を伝承し、発展させていくことは、「ものづくりのまち」を守り、育てることにほ

かなりません。日立製作所は未来都市モデルプロジェクトにおいて日立市を舞台に「スマート工業都市」

構想を進めています。その項目の一つに「技能教育の拡充」が掲げられ、研究が進んでいます。 

また、自動車関連事業の仕事量は、減少傾向にあり、今後も増加することは期待できないとも言われ

ています。それは、リスクヘッジ1の観点から大手企業の海外展開が加速し、再び産業空洞化が危惧され

ている現れとも考えられます。このことを踏まえると、地域中小企業は新しい市場を開拓する必要性に

迫られているのではないでしょうか。中国やインド、インドネシアといった巨大なアジア市場を目指し

た事業展開はもとより、付加価値の高いものづくりが進められている欧米市場も大局的にとらえておく

必要性も見て取れます。今後、国内市場では海外生産に不向きなキーコンポーネント2の生産を中心に、

技術の高度化と短納期対応が要求されるものと想定されます。 

日立市総合計画における「まちの活力を育む」という基本理念を実現するため、すなわち、ものづく

り都市としての価値を高め、新たな産業などの活力を育むため、さらには日立市商工振興計画において

述べている「日立市の産業集積に厚みと柔軟さを加える」ためにも時代の先を洞察し、新たなニーズや

価値を他に先駆けて掴み、そのための技術開発、製品開発に挑戦し、未来を切り開いて成長し続ける企

業、時代の最先端を行く企業が多く生まれてくることを目標に支援事業を進めてまいります。地域の中

小企業が成長し続けることこそが地域に活力をもたらし、地域振興に結び付くものと確信するものです。

そのような企業風土の醸成に努めてまいります。 

                                                   
1 起こりうる様々なリスクの回避やその大きさの軽減に努める工夫をすること。 
2 製品を構成する上での中心的なモジュール（交換可能な構成部分）のこと。 

「未来を切り開く企業風土」を地域中小企業が自ら築き、時代の変化、社会経済情勢の構造的変

化に対応でき、成長し続ける企業がさらに多く生まれてくるような支援事業の展開に努め、地域

産業の活性化と地域の振興に貢献する。 
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２ 行動指針 

 

 

 

 

 

職員の行動指針は、当財団の設立の原点である「現場主義」を不変の精神とし、経営理念に沿って

次のように定めます。 

(1) 企業とともに考え行動します。 

産業振興の現場は、町工場などの生産現場にあります。日々行われている生産活動の中に地域の

産業を活性化するヒントが隠されているものと考えます。この地域に蓄積されてきた現場力（問題

を発見し、解決する力）は「ものづくりのまち」として成長してきた源泉です。現場に行って、現

物を見て、現状を知らなければ、対策案を見いだすことはできません。企業の方々とともに考え行

動することに努めてまいります。 

(2) 企業ニーズの発掘と必要な支援に注力します。 

地域の企業が必要としている支援ニーズを知らなければ我々の行動は意味のないものに帰して

しまいます。社会経済情勢の変革が激しい今の時代、企業の競争力を強化するため、受注・顧客を

開拓するため、新製品・新技術を開発するため、企業の「何をしたい。」を引き出し、その本質を

理解して、真に求めている支援、コーディネート業務を進めることに力を注ぎます。 

(3) 関係機関との連携に努めます。 

行政や商工会議所・商工会、企業等の実践的技能教育機関、大学そして他の産業支援機関など地

域企業の支援に関わるパートナーとの連携を図り、相互の業務内容を把握することによって効果的

な支援業務を推進できるものと考えます。情報交換、収集を行い、積極的な情報提供にも努めてま

いります。 

(4) 自立的な組織運営に努めます。 

時代の変化に機敏に対応した支援業務を担うためには、変化の本質と方向性を見誤らないことが

必要です。関係機関との情報交換はもとより、地域企業の方々とも緊密な意見交換を行うとともに、

各種情報の把握を通じ、自らの資質向上を図り、「自ら考え、行動する」自立的な組織運営に努め

てまいります。 

１ 企業とともに考え行動します。 

２ 企業ニーズの発掘と必要な支援に注力します。 

３ 関係機関との連携に努めます。 

４ 自立的な組織運営に努めます。 
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３ 計画期間 

計画期間は、平成 26 年度から平成 28 年度までの 3 箇年とします。 

 

４ 現状及び今後の見通し 

 

 

 

 

(1) 世界経済 

内閣府が公表している 2012 年の「世界経済の潮流」によれば、アメリカにおいては鈍いながら

も雇用の改善が期待され景気は緩やかな回復が続き、ヨーロッパにおいては政府債務危機の影響か

ら弱い動きとなる一方、中国では不確実性が高いものの景気は緩やかな拡大傾向が続くとそれぞれ

見込まれています。また、韓国や台湾の電気・電子製品、部品等の生産や輸出は持ち直しに向けた

動きが期待されるとして、世界景気の先行きについては、景気減速の動きが広がるなかで、当面弱

い回復が続くと見られるものの各国の適切な政策対応を前提とすれば、回復テンポの持ち直しも期

待されると総括されています。 

同様に 2013 年の上半期の「世界経済の潮流」では、アメリカにおいては雇用や住宅市場に明る

い動きがみられ、金融資本市場も盛り上がりを見せている一方、ヨーロッパにおいては政府債務危

機を巡る緊張が和らいだものの、南欧諸国を中心に財政緊縮と景気低迷の悪循環から依然として脱

出できないでいると分析されています。また、中国においては一時、拡大テンポが持ち直す動きも

みられたもののその後はやや不透明な状況で、世界全体としてみれば、弱い回復が続いているが一

部で底堅さも見られ先進国間、新興国間それぞれにおいても景気にばらつきが目立つと総括されて

います。 

総じて一言でいえば、2012 年は一進一退で概ね横ばいで推移してきたが、2013 年に入ってから

は底堅さが見られつつあるということで、今後は徐々に回復傾向に向かうことが期待されています。 

(2) 日本経済 

日本は、リーマンショック後の税収落ち込みに対する経済対策、大震災からの復旧・復興事業に

よって基礎的財政収支の赤字幅が一段と拡大し、債務残高の累増が長期化しています。そのため、

日本経済についてはデフレからの脱却、再生が最大かつ喫緊の課題であるとして強い日本経済の再

生に向けた緊急経済対策を掲げ、①大胆な金融政策、②機動的な財政政策、③民間投資を喚起する

１ ものづくりマーケットは激動しているが、景気は今後回復傾向 

２ 日立地区は、様々な技能、技術の集積地であり、未知への挑戦の精神をもった技術者、技能

者が集まっている地域であり、今後は更なる技術の高度化、新たな産業分野への参入が必要 
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成長戦略という 3 本の矢による経済再生が進められています。 

2013 年の年次経済財政報告によれば、景気は 2013 年に入って持ち直しに転じており、この持ち

直し局面は、経済政策などに市場が反応し、マインドの改善などを通じて個人消費を中心に好影響

を及ぼしていると分析し、従来とは異なるメカニズムで持ち直している。つまり、3 本の矢の一体

的な取組により個人消費、輸出、設備投資に変化やその兆しが見られ、経済の好循環の芽が出てい

ると総括しています。そして、先行きについては、景気は次第に回復へ向かうと期待されています。 

さらに、2012 年の中小企業白書では、次に示すグラフで分かるように「中小企業でも海外展開

が拡大傾向にあり、海外展開企業には、技術力やマーケティング力、アフターサービス、現地での

対応力を発揮して海外市場を開拓し、国内事業を活性化している多くの事例がある」と述べられて

います。すなわち、生産拠点を海外に求め生産性の向上を図って競争力を高めるとともに、国内に

おいては、研究・開発拠点のような高付加価値部門の雇用を増加させている訳です。 

 

また、2013 年版の中小企業白書では「中小企業は、変化する事業環境に合わせ、（自己変革を遂

げて、躍動し、）経営を変化させている」と評しています。 

このような全体評価の中、関係する大手企業はどのような生産体制を築こうとしているのか、国

内工場はマザー工場3化が進められ、引き続き大手企業との受発注の関係を継続していけるのか、中

小企業はどこでモノをつくり、どこに売っていけばいいのか…など、地域中小企業の経営者にとっ

て今後どのように事業を展開していくべきなのか判断の難しいジャッジが求められるようになっ

                                                   
3 メーカーが国外に工場を設立して事業を拡大していく際、それを支援するための高い技術力、開発力、マネジメント力、投資判断力

などを備えた工場のこと。マザー工場は、本国におかれることが多く、現地に適した技術を提供し、技術者、管理者を派遣して支援す

る。 
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てきているのが現状です。 

中小企業の国際化も特定の企業に限定された特殊な経営方針ではなくなっていることを示して

います。しかし一方では、市場の国際化、グローバル化の中で、新興国の工業化も進展し、同じよ

うにモノをつくることができる時代になり、特に中国においては生産にもコストの優位性が失われ

つつあることを踏まえると、どこに差別化を見出し、どのような付加価値をつけるかなど企業の経

営戦略が求められています。 

(3) 地域特性 

明治 38 年（1905 年）に当時の赤沢銅山を久原房之助氏が買収し日立鉱山として採鉱を始め、発

展するに伴い、その日立鉱山から電気機械製品の開発のため明治 43 年（1910 年）に小平浪平氏が

自社製品の開発に乗り出し日立製作所として操業を始めました。当時の好景気も背景に事業規模を

拡大し、全国から多くの労働者が流入してきて、鉱工業労働者が集まるまちとして日立市は発展し

てきました。そして昭和 32 年（1957 年）に日立市を中心とした地域が常陸工業地帯に指定され、

高度経済成長の波に乗って全国有数の工業都市として成長してきました。 

このような歴史的背景、沿革から、日立地区は全国的に見ても有数の「産業集積地」との評価が

されています。様々な技能や技術を有している企業が集積し、地域内はもちろん地域外からの受注

をも通じて技術者や技能者、さらには情報も集まってきています。「ものづくりのまち」として発

展し、形成してきた 100 年の歴史が日立地区の特性を物語っています。 

その一方で、日立市の産業の中核を担っている日立製作所は、今後さらにグローバル事業を拡大

することが予定されていて、社員規模は増大を見込んでいるものの国内人員は現在よりも縮小され

る一方、海外人員は大幅に増員する予定も発表されています。さらには三菱重工業との火力発電シ

ステム分野における事業統合も進められ、その影響も不透明であることなど、地域産業がどのよう

に変化し、地域中小企業にどのような影響をもたらすことになるのか不確定要素も存在しています。 

産業構造、社会経済情勢がいかように変化しようとも、引き続き「ものづくりのまち」を継承し、

発展していくことがこの日立地区の進むべき道であると考えます。そのためには、競合する国内外

の地域、企業との差別化を図り、基盤技術の集積地としての地位を確立し、技術、技能、品質そし

て提案力の向上を目指していかなければなりません。効率性や優位性を再認識するとともに持てる

力が最大限発揮でき、更なる高度化を追求した企業現場の進化、企業集積の維持、発展、活性化が

求められています。そして、茨城大学工学部や茨城県立日立産業技術専門学院をはじめ、民間の各

種研究、研修機関や県内外の支援機関などとも積極的に連携し、新技術や新製品の開発、さらには

技術の高度化を目指した取組、新たな産業分野への参入などへの支援を進めることが必要です。 
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５ 課題認識 

(1) 人的資源 

 

 

 

平成 25 年 3 月に国立社会保障・人口問題研究所から 2040 年（平成 52 年）までの将来推計人口

が公表されました。それによりますと、平成 52 年（2040 年）の日立市の人口は平成 22 年（2010

年）と比べ 52,000 人減の 141,000 人、率にして 26.9％の減少と推計されています。また、生産年

齢人口（15 歳から 64 歳までの人口）も同様に 46,000 人の減で、率にして 38.9％の減少と推計さ

れています。 

 

年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
人口総数 193,129 186,663 179,524 170,863 161,155 151,048 141,142
0～14歳 25,876 22,682 19,466 17,068 14,985 13,623 12,727
15～64歳 118,484 109,446 102,914 97,270 90,711 82,115 72,396
65歳以上 48,769 54,535 57,144 56,525 55,459 55,310 56,019
75歳以上 21,015 26,288 31,326 34,830 35,287 33,481 32,401

年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
年齢別割合（0～14歳：％） 13.4 12.2 10.8 10.0 9.3 9.0 9.0
年齢別割合（15～64歳：％） 61.3 58.6 57.3 56.9 56.3 54.4 51.3
年齢別割合（65歳以上：％） 25.3 29.2 31.8 33.1 34.4 36.6 39.7
年齢別割合（75歳以上：％） 10.9 14.1 17.4 20.4 21.9 22.2 23.0  

成長性の低い地域になればなるほど雇用機会（雇用の場）を求めて生産年齢人口が流失してしま

うことが考えられます。人口減少に加え、生産年齢人口が減少することは、地域の産業界ばかりで

なく、地域経済にとっても、また行政面においても大きな問題です。日本全体の人口が減少すると

推計されているため、成長性の高い地域に生産年齢人口が集まり、低成長地域の生産年齢人口はさ

らに減少し衰退してしまうことになってしまいます。したがって、この地域の成長性を高めるとと

人口減少に加え、生産年齢人口は減少し、高齢者人口が増加 

日立地区の成長性を高めるためには、生産年齢人口が流入してくる成長戦略が必要 
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もに雇用機会（雇用の場）を増やし、生産年齢人口が流入するような成長戦略が求められています。 

高い技術や技能を必要とする企業現場ほど熟練技術者の高齢化は進み、その技術や技能の伝承す

ら危惧されています。すなわち、「若年技術者不足 ⇒ 理工系離れ ⇒ 熟練技術者の高齢化 ⇒

保有技術伝承の危機」といった負の連鎖が地域中小企業の技術、技能の低下に直結することが危惧

されるのです。 

我々はこの地域における中小企業の人材確保、人材育成の支援に注力するとともに、ものづくり

を伝承する地域を実現するためにも事業承継を支援し、さらには技術革新、新製品開発などのイノ

ベーションを進め、従来の課題発見、課題解決型のものづくりから価値発見、価値創造型のものづ

くりへと変革を図り、成長性の高い地域へと邁進しなければなりません。 

(2) 地域中小企業の抱える経営課題 

 

 

平成 23 年 9 月に実施した「日立地区産業支援センターの評価に関するアンケート調査」のうち

経営課題に関する内容を集計するとグラフ 1 のようになっています。 

 

この集計結果によれば、地域中小企業が抱える経営上の課題のうち、上位を占めているのは、 

① 仕事の確保 

② 技術者・技能者の確保、育成 

③ 生産管理・生産技術力の強化 

④ 後継者の育成 

⑤ 技術開発、製品開発、産学連携 

64.9  

63.1  

16.2  

27.9  

15.3  

42.3  

33.3  

37.8  

11.7  

12.6  

3.6  

2.7  

63.7  

86.7  

13.3  

30.1  

0.0  

47.8  

46.0  

28.3  

9.7  

23.0  

18.0  

0.0  

0.0  20.0  40.0  60.0  80.0  100.0  

仕事の確保 

技術者、技能者の確保・育成 

運転資金の手当て 

設備投資、規模の拡大、工場移転 

海外展開 

生産管理、生産技術力の強化 

技術開発、製品開発、産学連携 

後継者の育成 

環境対策 

同業種、異業種、異産業、他地域との連携… 

その他 

不明・非該当 上段：平成 20 年（2008 年） 

下段：平成 23 年（2011 年） 

地域中小企業の抱える経営課題の主なものは、「仕事の確保」と「技術者・技能者の確保、育成」 

グラフ１ 
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１ 地域中小企業は、日立地区産業支援センターに対して、①仕事の確保に関する支援策、②

後継者や技術者の確保及び育成に関する支援策、③新製品や技術開発ないし技術的課題対応

の相談と支援、④補助金等に関する情報提供に関する支援策などを望んでいる。 

２ 地域中小企業は、自らも営業・販売力や提案力（企画力）の強化のほか、コスト競争力、

専門技術力、短納期対応力、設計・開発力など生産性向上に努めようとしている。 

となっています。このうち、圧倒的に選択比率が高いのは、「仕事の確保」で 64.9％の割合となっ

ています。震災後の受注減を克服するために、とにかく仕事を確保する必要性があるという回答で

す。 

次いで「技術者・技能者の確保、育成」が 63.1％となっています。3 番目の「生産管理・生産技

術力の強化」は 42.3％で、上位 2 件と比較するとその比率に開きがあることが分かります。 

また、調査結果を考慮すると、次の 2 つの視点から製造現場の中核となるべき人材の確保、育成

を進めなければならないことが推察されます。 

ア 震災、原子力発電の事故による風評被害、エネルギー問題などの影響により減少している受注、

先行きの不透明感から発生する受注不振を打開するためには、受注戦略の確立が必要 

イ 新規受注に対応するためにも、企業の技術的な継続性を確保するためにも、技術の伝承（維持）、

高度化（強化）が必要 

この推察をさらに推し量ると、育ててきた人材をキーマンにして受注戦略、経営戦略を構築する

というストーリーを描いている企業が顕在化していると考えられます。技術や製品の開発において

も同じであると考えるに難くありません。 

また、「後継者の育成」を課題とした企業は、前回（2008 年）の調査時点よりも 9％ほど増加し、

37.7％を占めていることは、後継者不足、後継者育成が地域産業振興の重要な課題であることを意

味していると考えられます。事業継続のための早急な対応が求められるところです。 

(3) 地域中小企業が支援機関に求める役割 

 

平成 23 年 9 月に実施した「日立地区産業支援センターの評価に関するアンケート調査」のうち

地域中小企業が日立地区産業支援センターに期待する役割に関する内容を集計すると次ページの

グラフ 2 のようになっています。 

この集計結果によれば、中小企業が日立地区産業支援センターに期待する役割は、 

① 後継者や技術者などの人材育成支援 

② 取引先や顧客開拓の支援 
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③ 新製品、技術開発などの支援 

④ 5S や IT 化などの現場や管理手法の改善支援 

の順で比率が多くなっています。 

 

前述した地域中小企業の抱える経営課題とそれに対して求めている支援内容と一致しています。

また、前回調査では選択肢になかった「海外展開」に関する支援ニーズも少なくないことが見てと

れます。 

また、日立市商工振興計画策定に際して、平成 24 年度に行った「日立市工業振興に関する企業

実態調査」のうち「今後充実してほしい産業支援策」に関する内容を集計するとグラフ 3 のような

結果となっています。 

2.10%

2.10%

2.60%

3.40%

7.30%

7.70%

7.70%

9.00%

9.80%

11.50%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%12.00%14.00%

共同研究・開発相談・支援

開発製品販売の相談・支援

社会ニーズなど製品開発のテーマ設定

経営相談・経営指導

開発資金

技術的課題対応の相談・支援

新鋭機器（設備）導入資金

運転資金

技術者育成や確保

発注先企業のあっせん・相談

今後充実してほしい産業支援策（主なもの）

 

この集計結果から、日立地区産業支援センターが担っていくべき主な支援策は、 

① 受注先企業のあっせん・相談 

10.8  

20.7  

30.6  

52.3  

41.4  

15.3  

7.2  

0.0  

5.4  

9.7  

18.6  

35.4  

47.8  

49.6  

0.0  

8.0  

4.4  

0.9  

0.0  10.0  20.0  30.0  40.0  50.0  60.0  

とにかく相談に乗って欲しい 

5SやIT化などの現場や管理手法の改善支援 

新製品や技術開発などの支援 

後継者や技術者などの人材育成支援 

取引先や顧客開拓の支援 

海外への輸出・進出、市場開拓支援 

その他 

特にない 

不明・非該当 
上段：平成 20 年（2008 年） 

下段：平成 23 年（2011 年） 
グラフ 2 

グラフ 3 
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② 技術者育成や確保 

③ 技術的課題対応の相談・支援 

などとなっています。（運転資金や新鋭機器（設備）導入資金、開発資金に関する支援は、市の助

成制度の充実により対応） 

さらには、平成 24 年 10 月に日立商工会議所工業部会から日立地区産業支援センターに対して、

求められた要望事項にも次の項目が掲げられています。 

① 受発注情報の提供 

② 補助金等に関する情報提供の強化 

③ IT 関連企業の開発力向上への支援 

これら集計結果や要望から見てとれるのは、取引先や顧客開拓あるいは受注先企業のあっせん・

相談、受発注情報の提供といわゆる「仕事の確保に関する支援策」、次に「後継者や技術者の確保・

育成に関する支援」、そして三つ目に「新製品や技術開発ないし技術的課題対応の相談と支援、補

助金等に関する情報提供」となっており、地域中小企業が抱える経営課題と同じ内容となっていま

す。地域中小企業の経営と技術を支える取組が必要であることが伺えます。 

同様に日立市商工振興計画策定に際して、平成 24 年度に行った「日立市工業振興に関する企業

実態調査」のうち「今後 5 年間において事業強化・展開を図りたいもの」に関する集計を見ますと、

次のグラフ 4 のとおり企業自身も今後強化を図るべき項目として 

① 営業・販売力の強化 

② コスト競争力の強化 

③ 専門技術力の強化 

などマーケティングの強化とともに生産性向上に関する取組を強化する意向が示されています。 

2.2%

2.2%

5.3%

5.9%

6.8%

8.1%

11.2%

13.0%

13.4%

14.0%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

海外との取引

公的外部資金の積極的活用

新鋭機械設備の導入

設計・開発力の強化

品質力の強化（ISO認証取得等）

提案力（企画力）の強化

短納期対応力の強化

専門技術力の強化

コスト競争力の強化

営業・販売力の強化

今後5年間において特に事業強化・展開を図りたいもの（主なもの）

 

グラフ 4 
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そして 5 番目に挙げられている「提案力（企画力）の強化」に関する取組に目を向けていること

は注目されます。地域中小企業自ら未来を切り拓いていくためには、顧客が求めていること、求め

るであろう製品や技術を率先して提供する企業の企画力、提案力が必要であることを自覚してきて

いることの表れであり、我々支援機関としてもこれに応える支援が必要であることを痛感しなけれ

ばなりません。従来の「課題発見、課題解決型」のものづくりから「価値発見、価値創造型」のも

のづくりへと進化する必要性を認識していることが見てとれます。 

新聞報道によりますと、「国内の中小企業は過去 10 年間で 65 万社減り、雇用者数は約 300 万人

も減少しています。実践的な経営ノウハウが不足しているため、飛躍のチャンスを逃している企業

も多い」と分析されています。地域中小企業が提案力、企画力を強化しなければならないと考えて

いることは心強いことであると同時に、支援機関は企業が飛躍のチャンスを逃さないようこれまで

以上に実効性ある支援事業をタイムリーに企画立案し、地域中小企業からこれまで以上に信頼され

るようにならなければなりません。 

(4) 支援機関が果たすべき役割 

アンケート調査や実態調査、日立地区産業支援センターへの要望事項を基に地域中小企業が抱え

ている経営課題や支援機関に求める役割を分析してきますと、支援機関として日立市区産業支援セ

ンターが今後果たさなければならない役割は、地域の成長性確保への取組と地域中小企業の経営、

技術を支える取組が必要であるとまとめることができます。具体的には、次のような取組です。 

ア 地域の成長性確保 

・ 技術革新、新製品開発の支援（アンケート結果 30.6％、実態調査 7.7％） 

・ 価値発見、価値創造型のものづくりへの変革支援 

イ 仕事の確保 

・ 受発注情報の提供（要望） 

・ 取引先や顧客の開拓の支援（アンケート結果 41.4％、実態調査 11.5％） 

・ 海外への輸出・進出、市場開拓の支援（アンケート結果 15.3％） 

ウ 技術者、技能者の確保、育成 

・ 技術研修の多様化（要望） 

・ 後継者や技術者などの人材確保、育成の支援（アンケート結果 52.3％、実態調査 9.8％） 

エ 生産管理、生産技術力の強化 

・ 5S や IT 化などの現場や管理手法の改善の支援（要望、アンケート結果 20.7％） 

・ 補助金等に係る情報提供（要望） 
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６ 支援機関としての自己変革 

中小企業白書に述べられているように中小企業は、変化する事業環境に合わせ自己変革を図り、経

営を変革させ躍動しています。支援機関としても産業構造の変化に伴った事業内容の見直し、組織の

あり方等について、適正な法人経営の視点からの自己変革が必要であると考えます。 

(1) 業務運営上の視点 

日立地区産業支援センターは、「地域産業の高度化」を目的に活動する産業振興推進の支援機関

です。平成 10 年 10 月に財団法人として設立されて以来一貫して地域産業振興のため、 

ア 人材育成・競争力強化 

イ 新技術・新製品開発 

ウ 受注・新規顧客開拓 

エ 創業支援 

といった柱を中心に地域中小企業の発展をサポートしてきています。地域中小企業の技術と現況に

精通するコーディネーターを中心としたスタッフにより行われている支援事業の質、量とも比較的

充実しているとの評価もされています。しかし、今後も地域中小企業から信頼される支援機関であ

り続けるためには、地域中小企業が直面している課題に的確にこたえることができ、日立地区産業

支援センターのスタッフとの信頼関係がさらに強化されることが必要です。 

時代の変化、産業構造の変革に伴い、地域中小企業が求める支援策は、時々刻々と変化していま

す。各種事業の目的や目標値を設定し、その成果や達成度を検証しての見直しが必要です。数値目

標を設定するのが困難な支援事業もありますが、事業評価を行っての見直し、新たな支援策の企画、

立案を進めなければなりません。 

特に、地域中小企業が抱える経営課題のトップが「仕事の確保」であることは、前述のとおりで

す。つまり、日立地区産業支援センターとして今後注力しなければならない支援業務は、受注・顧

客開拓に関する支援事業といえます。この課題、ニーズに対応することこそが産業支援機関として

の果たすべき役割、任務であると考えます。 

企業存続、成長のカギは、顧客を創造し、ニーズに応え続けることであり、これらを実現する機

能は、マーケティングとイノベーションの二つであるといわれています。地域中小企業が自らこの

基本機能をコントロールし、運転できる術を身に付けていただけるように一緒に考え、対応してい

くことで経営課題である「仕事の確保」につなげることができるものと考えます。 

社会経済情勢の変化、新技術や新たな機器の開発に伴う支援事業の見直し、企画、立案さらには

時代の要請に応じた機器の導入なども求められると考えます。特に機器の新規導入に関しては、新
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たな機器が開発され、近い将来その普及も見込める場合など他の支援機関の導入状況や地域企業の

要望等を把握して、導入目的（趣旨）を明確にし、その導入目的（趣旨）に沿ったレベルの機器導

入について日立市と積極的な協議を進めることが必要です。 

これらのために日立地区産業支援センターとして果たすべき役割、任務、あるいは取り組まなけ

ればならない行動規範は、次の点にあると考えます。 

① 地域内外の企業訪問を通じた受発注情報の入手と提供の充実 

② 製造現場における課題解決のための支援業務の企画立案 

③ 価値創造、将来の成長に向けた道標となる支援業務の企画立案 

④ 日立地区産業支援センターが実施する支援事業の実施目的の明確化、数値目標の設定 

(2) 組織管理上の視点 

日立地区産業支援センターは、業務運営上の視点に掲げた産業支援センターに求められる使命、

役割、行動規範を的確に果たせるよう日々努力するとともにコーディネーターを中心としたスタッ

フの確保、その有する技術と知識の深化、高い専門性と優れた調整能力、説得力のある指導術、地

域中小企業が求める支援策の企画、立案能力など職員の資質の向上、育成に努めていかなければな

りません。さらには大学や県内外の支援機関が有する知識や技術、ノウハウなどの支援を地域中小

企業が受けたり、一方では日立地区産業支援センターのコーディネーターも学ぶことができたりと、

地域中小企業の成長と発展のためにこれらの機関との連携を図ることが重要です。 

日立地区産業支援センターとして常に未来を見つめ、市場の動向を踏まえた営業力、受発注業務

の的確なマッチング能力などの強化に資することができる人材、そして各種アイデアを提供できる

センス、イノベーション能力を持ち合わせた人材を確保、育成し、企業とともに実践を通して挑戦

していくことができるような営業センスにも長けたコーディネーターを採用することも必要と考

えます。 

また、総務・経理部門の事務処理に対応するため、現在は市から職員が派遣されています。しか

し、派遣は最長で 5 年間に制限され、総務、経理事務が処理できるようになるころには市職員に復

帰しなければならず、その交代時期においては、不慣れなことから処理に時間を要しているととも

に不安を残しているのが現状です。したがって、将来的にはプロパーを育成し、公益財団法人とし

ての適切な総務、経理事務がスムーズにできるような体制にするとともに産業振興の専門職的位置

づけとして長期にわたって地域企業との連携が図れるような組織体制を構築していくことが求め

られます。このことに加え、日立地区産業支援センターの設立の趣旨、目的を常に意識することが

大切です。存立目的の本質を見失うことがあってはなりません。すなわち、日立市が総合計画や商
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工振興計画に基づいて行う市の産業振興政策や個々の施策に沿って、現場サイドとして具体的に地

域企業の活性化のために事業を実施する機関であることを踏まえた連携と対応が常に求められま

す。 

そのために日立地区産業支援センターのスタッフ、あるいは公益財団法人に求められる使命は、

次のような項目であると考えます。 

① 営業センスにも長けたコーディネーターの確保と育成 

② 地域企業の発展に資する支援業務の企画立案能力の醸成 

③ 総務・経理等の内部事務の専門職の確保と育成 

2 点目は、日立地区産業支援センターの財源確保についてです。日立地区産業支援センターは、

平成 25 年度から公益財団法人へ移行して公益事業を主として担っているとは言え、日立市からの

交付金や施設の管理運営委託金が主な財源となっています。公益財団法人へ移行した初年度である

平成 25 年度の当初予算では、研修受講料や参加負担金、正味財産の取崩し等による自主財源が

28,000 千円、国等からの補助金 10,000 千円、交付金が 64,000 千円、委託金が 43,500 千円となっ

ており、施設使用料がその一部に充当されているとは言え、日立市からの提供に大きく依存してい

るのが実態です。 

こうした自治体からの交付金等に依存した法人経営からの脱却が必要です。ぬるま湯につかって

いる団体は自立心が薄れ、自己成長のための努力と改革に向けた挑戦へのハングリー精神に欠ける

ことになりかねません。 

そのために日立地区産業支援センターとして、今後取り組まなければならない行動規範は、次の

ような点にあると考えます。 

① 地域中小企業が求めている支援事業の企画立案とその実施を通じた適正な受益者負担の原則

のもと公益事業を推進し、自主財源の確保に努める。 

② 日立市からの交付金等に過度に依存しない法人経営を目指すとともに、効果的で、かつ、充実

した支援事業の展開に向け、地域産業の振興に資する優れた事業提案を通じた国等からの外部資

金の獲得に努める。 

③ 収益事業のより一層の効率化を図り、適正な法人経営に努める。 
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７ 経営方針 

地域中小企業を取り巻く外部環境は、急激に変化しています。量産からコア技術への転換が求めら

れたり、より高度な技術、高い提案力がある企業だけが取引の継続対象とされたりするなど地域中小

企業も自ら変わる意欲がある経営者が求められています。また、ものづくり産業は、工作機械の高度

化によって、海外生産が進む方向にあり、国内製品と同等のモノの製造が機械化、ロボット化によっ

て可能となりつつあり、国内工場のマザー工場化が進んできています。 

仕事の枠を日本人同士で争っていればよいという時代は終焉を迎え、海外を相手にオールジャパン

で対抗していかなければならない時代になりつつあります。こうしたグローバル化の進展は、中小企

業の抱える課題を複雑化、多様化させており、日立地区産業支援センターの有する経営資源だけでは

対応できない支援領域が顕在化してきています。さらに、グローバル化に追い打ちをかけているのが、

人口減少に伴う国内マーケットの縮小です。 

我々産業支援機関もこの環境変化を意識し、中小企業のニーズに迅速、柔軟に対応していくことが

求められています。 

また、地域中小企業が望む日立地区産業支援センターの役割や支援業務の内容、支援方法なども変

化してきています。この変化に対応するための組織管理上の課題も複雑、多様化してきています。平

成 25 年 4 月 1 日から公益財団法人としての第一歩を歩み始めたことを契機に効率的かつ効果的な事

業執行に努めるとともに、財務基盤と組織体制の強化に努め、公益事業の一層の推進に注力していか

なければなりません。 

現状と課題認識についての検証を踏まえ、日立地区産業支援センターとして今後 3 箇年に手掛けな

ければならない経営方針を次のように設定します。 

(1) ものづくり産業を支える人材を確保、育成する。 

ものづくりを伝承する地域を形成する。 

地域中小企業が事業環境の変化に対応するために必要な経営資源の最たるものは、技術者、技能

者、マネジメント力のある経営者といった「人材」にほかなりません。この人材を確保し、育成す

ることは、ものづくり産業を支える核となるものです。地域中小企業の存続、発展のため、さらに

はものづくり技術、技能を伝承する地域の実現のため、人材確保、育成、定着に係る支援事業を展

開します。 

(2) 基盤技術の研究開発を支援する。 

日本は、これまで高品質、高性能製品をつくることによって世界の市場において高評価を得てき

ました。しかし、ロボットによる製造ラインの普及、新興国企業の参入などにより、コモディティ
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化4が進み、価格競争に陥ってシェアを落とす傾向が表れてきています。 

一方では、環境、エネルギー等の分野において、今後新たな材料、製品の開発が進んでいます。

これに対応するための技術の高度化、3D プリンターの開発など IT の活用による製造技術も開発さ

れつつあります。地域中小企業のイノベーションを進めるため、産学官連携を活用した基盤技術の

研究開発を推進し、世界と競争できる企業の育成支援に努めます。 

(3) 成長産業分野、新たなビジネスモデル等への事業展開を支援する。 

製造業を中心に「ものづくりのまち」として発展してきた 100 年の歴史に鍛えられたこの地域に

根付いている技術・技能は、これからの成長分野といわれる医療や次世代自動車、航空機産業など

の付加価値の高い事業展開においても有利であると考えます。特に医療分野は、高齢社会や医療機

器の海外依存といった背景を受け、伸びしろの大きい分野といわれています。この分野への参入を

支援する事業の実施に努めます。 

また、複数の中小企業が共同して受注する形態も経済産業省において支援を検討し始めているこ

と、地域企業からもこのような受注形態への支援を要望されていることなどから、新たなビジネス

モデルとしてその課題や対応策について調査研究し、中小企業が持つ柔軟な対応力、潜在的マーケ

ティング力の浮揚を目指し、その実現に向けて取り組む必要があります。 

(4) 地域中小企業の経営判断、事業展開に必要な情報を提供する。 

市場のグローバル化とともに中小企業の国際化、海外展開も特定の企業だけの問題ではなくなっ

てきています。一方では新興国の工業化の進展、コストの優位性の消失などによって他の企業や製

品との差別化も難しくなってきています。企業の経営判断、今後の事業展開に関するロードマップ

を描くことの困難さが際立ってきていて、地域の中小企業は、仕事の確保に関する情報や公的機関

からの補助金に関する情報等支援機関からの広範囲で有益な情報を求めています。我々支援機関は、

顧客である地域中小企業へのきめ細かな訪問を行うことにより、コミュニケーションを通じたニー

ズの把握と経営判断、事業展開に必要な広範囲な情報の提供に努めます。 

 (5) 行政や他の支援機関と連携した相談、支援体制を構築する。 

中小企業が抱える経営課題の克服に向けた対応を可能にするため、県内外の他の支援機関との積

極的な連携に努め、さらには金融機関との連携も図ってまいります。また、地域中小企業の事業活

動における課題やニーズに対応した多様な支援体制の構築、支援施策の実施、成長産業分野への事

業展開の促進など茨城県や日立市の工業振興施策との連携強化にも努め、真に地域中小企業の成長

に必要な戦略の立案とその実現に貢献してまいります。 

                                                   
4 高付加価値の製品の市場価値が低下し、一般的な商品になること。 
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(6) 自立的な法人経営に向けたマネジメントを発現する。 

我々の顧客である地域中小企業が最も求めている受注・顧客開拓に関する支援事業の強化に向け

て、営業センスにも長けたコーディネーターの採用、育成に努めます。また、公益財団法人として

の総務、経理に関する業務を常時、適時適切に処理することはもとより急施を要する事案が発生し

ても臨機応変に適切な対応（処理）ができるよう経理事務の専門職的位置付けの職員配置と産業振

興の戦略的な支援業務の組立、企画立案が可能な管理・執行体制の構築に努めます。 
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８ 重点事業 

我々支援機関のミッションは、地域中小企業の成長に向けた多角的な経営支援を行うことであり、

これを実施することにより信頼されることにあります。しかしながら、自らオールマイティに対応す

ることには自ずと限界があり、他の支援機関との連携が欠かせません。今後 3 年間は、地域経済の再

興に向けた選択と集中の視点から、及び前記経営方針を踏まえ、日立地区産業支援センターの経営資

源は、次の 2 点に重点的に投資します。 

(1) 地域中小企業のイノベーション事業の発掘並びに競争的外部資金の獲得支援 

(2) 地域中小企業のマーケティング支援 

平成 28 年度（2016 年度）目標 

備 考

25社 40社

2件 1件／年

3社 6社

3件 累計　9件

－ 1件

73件／年 100件／年

5S、3定、IE手法を導入する（活用する）こと
等により、従業員一人当たりの売上高が2,500
万円以上の企業数が現在の2倍となることを目
指す。

参入企業数

採択件数
競争的外部資金の獲得支援 地域中小企業が競争的外部資金を、最低1件／

年は採択されることを目指す。

5S、3定等の改善指導による企業の
生産性向上 向上企業数

委託研究

事業化

技術開発等の委託研究、事業化の促
進

大学等に技術開発等の研究を委託して共同研究
を行い、研究開発成果のうち少なくとも1件は
事業化に結び付ける。

経営相談、アドバイス体制の充実
経営相談件数

アドバイザー派遣、他の支援機関の紹介なども
含め、企業からの経営相談が100件／年（現状
の概ね1.5倍）に達することを目指す。

現 状 目 標 値

成長産業分野（①医療②次世代自動車③航空機
④エネルギー⑤食品の分野とする。）へ参入し
ている企業が地域内で現在の1.5倍存在するこ
とを目指す。

成長産業分野への参入促進

イノベーション事業の発掘と競争的外部資金の獲得支援

項 目 平成28年度末にどのような状態になって

いるか
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備 考

123件／年 150件／年

1.5億円／年 2億円／年

－ １グループ

25件 累計　75件

1箇所 3箇所

6社／年 累計　20社

現 状 目 標 値項 目

2億円／年、累計6億円を目指す。（現状の概ね
1.5倍の受注金額とする。）

マーケティング支援

海外へのミッション団派遣
参加企業数

累計で、7社／年×3年＝21社≒20社を目指す。

首都圏からの受注拡大 情報提供数 平成24年度情報提供数（123件）の1.5倍の情報
量獲得を目指す。

国内外の見本市、展示会、商談会等
への参加促進 成約件数

国内外の見本市、展示会、商談会等に繰り返し
参加してきたことにより受注等に結び付けるこ
とができた平成24年度の成約件数を最低限維持
することを目標とする。

海外展開を進める企業の経営安定化
支援 拠点数

地域中小企業が進出している地域（欧州、中
国、東南アジア）に、これら企業の経営安定化
を支援する情報センターの設置又はその機能の
確保を目指す。

複数企業による共同受注体制の構築
支援 共同受注グループ

複数の地域中小企業がグループを編成し、その
グループで受注できるような仕組みづくりを支
援する。

受注金額

平成28年度末にどのような状態になって

いるか

 

（注） 

１ 成長産業分野とは、国及び茨城県が成長産業分野として指定している分野とする。 

国：①医療、②航空機、③次世代自動車、④エネルギー 

茨城県：①医療、②次世代自動車、③エネルギー、④食品 

参入とは、成長産業分野の製品（部品）の受注を獲得した状態をいうものとし、その企業数は日立地区産業支援

センターが支援した企業の数とする。 

２ 競争的外部資金については、サポインを基本としつつも今後新たな補助制度が創設されることもあるため、国・

県からの恒久的補助制度による採択件数を目標値とする。（平成 24 年度補正の「ものづくり中小企業・小規模事業

者試作開発等支援補助」等の臨時的補助制度による採択件数は、別カウントとする。） 

３ 「5S、3 定等による改善指導による労働生産性向上」の項目、「経営相談、アドバイス体制の充実」に係る項目は、

「イノベーション事業の発掘
．．

」に結びつくことから目標項目に掲げ、目標値を定めるものである。 

４ 生産性については、単純に売上高を従業員数で除した従業員一人当たりの売上高をもって生産性の指標とする。 

FaIT 塾への参加企業に係る従業員一人当たりの売上高を基準に現状から 30％アップを目指すこととし、このこ

とにより、一人当たりの売上高が 2,500 万円以上に向上することが見込める企業数を目標値とする。 

５ 首都圏からの受注金額は、震災後激減しているので、震災前に受注していた実績の最高額程度の復活を目指す。 

６ 国内外の見本市、展示会、商談会等への参加による成約件数は、これらに参加したことにより受注等に結び付い

た成約件数とし、年度末ごとに集計する。 

７ 海外へのミッション団派遣については、海外展開への支援ニーズが発現されてきている状況を踏まえ、機会の提

供に繋がる参加企業数を目標値の対象とする。 
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９ 事業計画 

事業は、定款に定める事業の種類別に分類し、次のとおり計画してまいります。 

(1) 人材確保、人材育成 

趣旨、目的 

企業が持続的に成長していくためには、他社との差別化、生産性の向上、付加価値の高い製品や

サービスの提供が求められます。これらを実現することができるのは人間の知恵と技術であり、「人

材」は企業にとっての経営資源の最たるものであると考えます。 

したがって、人材の確保から育成、定着まで技術力の習得を中心に各種支援に努めます。 

事業名 内容（趣旨） 備考 

3 日間社長のカバン

持ち体験事業 

大学生がものづくり中小企業の社長と行動を共にし、生産準

備・管理、品質管理、営業、労務管理など企業の業務とその

重要性を大学生に理解してもらうため、体験事業を実施する。 

【7－（1）】 

（施策№29、44 対応） 

ものづくり基礎技術

研修 

ものづくりに必要な知識、測定技術を習得してもらうため、

図面の見方、測定機器取扱基礎の研修を実施する。 

【7－（1）】 

（施策№2、3、37、38 対

応） 

機械加工基礎研修 
マシニングセンタ、普通旋盤の正しい操作術を習得してもら

うため、プログラミングの基礎、座学、実習等を行う。 

【7－（1）】 

（施策№2、3、37、38 対

応） 

IT 人材育成 
社内情報システムの構築、管理の知識を習得してもらうため、

セミナーの開催、講座の受講を推奨する。 

【7－（1）】 

（施策№43 対応） 

3D-CAD実践技術研

修 

CAD システム（Solid Works）の基本操作方法を習得しても

らうため、部品・アッセンブリーコース、板金・溶接コース

の講座を開催する。 

【7－（1）】 

（施策№40 対応） 

技能検定受検支援 
国家検定合格を支援するため、機械加工、放電加工、仕上げ

等の学科試験対策講座を開催する。（実技希望者は、別途対応） 
【7－（1）】 

ものづくり技術支援

事業 

地域中小企業の技術力向上のため、日立総合技術研修所が実

施する研修カリキュラムを地域中小企業に紹介し、受講希望

者を取りまとめる。 

【7－（1）】 

（施策№2、3、37、38 対

応） 

若手経営者等人材育

成事業（ひたち立志

塾） 

中小企業の若手経営者や後継者を育成するため、自ら課題を

発掘し、その解決策を導き出すシミュレーションを通じ、時

代の変化に即応できる実践力を醸成する。 

【7－（1）】 

（施策№42 対応） 

国際化対応人材の育

成 

地域中小企業の海外展開を支援するため、貿易実務や現地の

商慣習などに関するセミナーを開催する。 

【7－（1）】 

（施策№16 対応） 

 

 

（注） 

１ 備考欄の【 】は、7経営方針の中のいずれに該当するかを示す。 
２ 同じく施策№は、日立市商工振興計画に掲げられている工業振興に係る施策の番号を示す。 
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(2) 競争力強化 

趣旨、目的 

企業の競争力は、企業の成長、業績に直結しています。競争力が高ければ企業が発展し、業績も

好調となり雇用も生まれます。ひいては地域の繁栄にもつながります。生産と新製品開発の二つの

要素に係る競争力5を強化していくことが求められます。 

日本企業の海外生産比率が高まるに従い、国内での生産は少量、多品種、短納期、難加工のモノ

となり、ライフサイクルの短期化に対応した高品質のモノを多種多様な要素技術と技能を駆使して

生産することが重要であると考えます。 

したがって、非量産への転換とともに企業の競争力の強化に必要な支援に努めます。 

事業名 内容（趣旨） 備考 

工
こう

場
ば

力
りょく

革新チーム

（FaIT
ファイト

）塾6 

中小企業のものづくり改善力を高めるため、「経営者」、「監督

者」、「担当者」でチームを編成し、アドバイザーとともに 5S

改善や IE 手法などの座学、改善活動を実施する。 

【7－（1）】 

（施策№5、6、25 対応） 

実務アドバイザー派

遣、出前講座 

企業の製造現場にアドバイザーを派遣し、製造技術や管理手

法などの実践的な指導をする。 
【7－（1）】 

品質・環境関連の講

座 

国際認証（ISO、KES）取得企業の QMS（品質管理システム）、

EMS（環境管理システム）の維持向上のため、内部監査員の

養成、レベルアップの講座、浸透探傷受験講座を開催する。 

【7－（1）】 

事業継続計画(BCP)

セミナー 

中小企業の事業継続、技能承継のため、事業継続計画（BCP）

の作成支援を行い、事業承継事例の紹介セミナーを開催する。 

【7－（1）】 

（施策№54 対応） 

 

 

                                                   
5 製造業における競争力は、大きく分けて、生産の競争力と新製品開発の競争力の二つの要素で構成されているといわれます。 

生産の競争力とは、コスト削減、品質管理などをいいます。 

新製品開発の競争力とは、市場の変化に対応して優れた財・サービスを継続して作り出していく能力のことをいいます。 

6 工場力革新チーム（FaIT）塾とは、Factory Innovation Team 塾のことで、生産管理や品質管理など課題解決のための本格的な改

善活動を推進するチームを編成し、「見る（工場見学）」、「聴く（座学）」、「行う（改善活動）」の三つを柱にして実践力の向上を図る研

修事業のこと。 

（注） 

１ 備考欄の【 】は、7経営方針の中のいずれに該当するかを示す。 
２ 同じく施策№は、日立市商工振興計画に掲げられている工業振興に係る施策の番号を示す。 
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(3) 受注・顧客開拓 

趣旨、目的 

大手企業の海外展開が加速し、産業の空洞化が危惧されています。これまで、国内の地域中小企

業に外注されてきた部品製造が海外の工場で生産されるようになってきているからです。日頃から

特定企業のみへの依存度を下げるとともに新規の顧客を開拓するためには、営業力の強化が重要で

あると考えます。 

したがって、技術の高度化や短納期対応、提案力を武器に多様な市場開拓への取組、非量産モノ

の徹底的な受注確保、複数の企業による需要獲得など受注・顧客開拓の支援に努めます。 

事業名 内容（趣旨） 備考 

受発注コーディネー

ター事業 

（首都圏 VS 日立地

区） 

地域中小企業の仕事を確保するため、首都圏企業からの受注

を目指し、首都圏に受注担当、日立地区に発注担当のコーデ

ィネーターを配置し、連携して地域企業の受注を促進する。 

【7－（4）】 

（施策№10 対応） 

複数企業による共同

受注体制の構築支援 

受注獲得環境充実のため、複数の企業がそれぞれ有する技術

力を結集してグループで受注ができる体制構築を支援する。 

【7－（3）】 

（施策№13、57 対応） 

TSO（東京サテライ

トオフィス）運営事

業 

首都圏からの受注獲得に資するため、地域中小企業が新規受

注開拓、販路開拓の拠点として共同利用できるサテライトオ

フィスを首都圏に設置し、事業展開をサポートする。 

 

専門展示会出展事業 
地域中小企業の技術を PR するため、全国規模の専門技術展

示会に企業と共同出展し、受注機会の創出を図る。 

【7－（4）】 

（施策№33 対応） 

成長産業分野への事

業展開支援 

成長産業分野への事業展開を支援するため、新規参入、受注

獲得に必要な支援をする。また、成長産業分野に係る国内外

の見本市、展示会、商談会等への出展を支援する。 

【7－（3）】 

（施策№12、26、31、33

対応） 

海外販路開拓支援事

業 

地域中小企業の海外展開（販路開拓、受注獲得、新産業分野

への参入等）を支援するため、海外で開催される見本市、展

示会、商談会等へ企業とともに共同出展する。 

【7－（4）】 

（施策№12、24、32 対応） 

企業グループによる

海外展開支援 

複数の企業がグループで海外展開をすることの企画を支援す

るため、関係国に係る投資環境情報の提供など関係機関と連

携して現地調査等を支援する。 

【7－（4）】 

（施策№13、22、57 対応） 

海外展開を進める企

業の経営安定化支援 

海外進出済みの企業、海外展開をしている企業等の経営の安

定化を支援するため、現地における各種情報の提供、受注開

拓、外注先発掘、ビジネスマッチングの仲介業務、支援機関

との連携などを担う情報センターを設置、運営する。 

【7－（4）】 

（施策№15、21 対応） 

地域中小企業が共同

利用できる商社の発

掘と連携 

地域中小企業の海外展開（特に欧米など遠距離での海外展開）

や成長産業分野への事業展開を支援するため、共同で利用で

きる商社の発掘と活用のための仕組みづくりを進める。 

【7－（5）】 

（施策№14 対応） 

海外の研究機構と

HITS の協力協定締

結 

地域中小企業の成長産業分野への進出、海外展開の契機とす

るため、日立地区における企業の技術特性や開拓意向が強い

産業分野に資する協力機関（研究機関等）と連携協定を締結

する。 

【7－（5）】 

（施策№34 対応） 

 （注） 

１ 備考欄の【 】は、7経営方針の中のいずれに該当するかを示す。 
２ 同じく施策№は、日立市商工振興計画に掲げられている工業振興に係る施策の番号を示す。 
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(4) 新製品、新技術開発 

趣旨、目的 

課題認識の（1）人的資源で述べたように雇用の場を増やし、生産年齢人口が流入する戦略が必

要です。現状を変え、新製品、新技術を創造することに挑戦し、開発そして事業化に結び付けるこ

とは、企業が活気づき地域に潤いと元気をもたらす源泉です。 

したがって、企業の存続、持続的成長のカギの一つであるイノベーション事業の発掘、事業化の

支援に努めます。 

事業名 内容（趣旨） 備考 

産学連携の推進 

産学連携を推進するため、地域中小企業が大学等の研究機関

からの技術的アドバイスを受けやすく相談しやすい環境づく

りに努める。 

【7－（2）】 

（施策№7、27、35 対応） 

研究・開発補助事業 

地域中小企業の製品開発、技術開発を支援するため、自社で

の研究が困難な部分を大学、高等専門学校等の研究機関に委

託して共同研究する費用の一部を補助する。 

【7－（2）】 

（施策№7、27、35 対応） 

競争的外部資金の獲

得支援 

地域中小企業の新技術、新製品開発を促進するため、戦略的

基盤技術高度化支援事業（サポイン（Supporting Industry））

や成長産業分野に係る競争的外部資金の獲得を支援する。 

【7－（2）】 

（施策№7、18、26、27、

28 対応） 

特別支援アドバイザ

ー派遣 

国等の競争的外部資金の獲得を目指す中小企業を支援するた

め、茨城県技術士会などと連携して専門家を派遣する。 
【7－（2）】 

 

 

（注） 

１ 備考欄の【 】は、7経営方針の中のいずれに該当するかを示す。 
２ 同じく施策№は、日立市商工振興計画に掲げられている工業振興に係る施策の番号を示す。 
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(5) 経営者への啓蒙 

趣旨、目的 

経営者は、経営環境の変化や技術の進歩に対応するための経営判断が絶えず求められています。

その判断に有効な情報は、実体験とそこでの共感です。支援機関は、経営者等が自ら体験できる機

会、実感できる場の提供に努めることが大切であると考えます。 

したがって、社会の潮流、顧客の価値などの変化とこれからのものづくりの在り方に関して経営

者の判断に有効な情報（実体験の機会、実感できる場）の提供に努めます。 

事業名 内容（趣旨） 備考 

国際化を考えるミッ

ション団派遣事業 

地域中小企業が海外展開を検討するに際して、材料調達、市

場動向、労働力などの現地における状況を経営者自らの目で

確認し、自社の経営判断の材料としてもらうため、ミッショ

ン団を派遣する。 

【7－（4）】 

（施策№17、20 対応） 

海外展開への相談、

アドバイス体制の整

備 

地域中小企業が海外展開を検討するに当たっての不安や疑問

点などの解消を図るため、相談、アドバイス体制を他の支援

機関等（茨城県、茨城県中小企業振興公社、JETRO 等）と

連携し、整備する。 

【7－（5）】 

（施策№22、57 対応） 

成長産業分野への参

入を考える市場調査 

地域中小企業の成長産業分野への新規参入を支援するため、

参入事例調査、参入成功企業による講演会の開催、展示会視

察・市場調査、現場の課題・ニーズ調査、産業再生モデル都

市へのミッション団派遣などを実施する。 

【7－（3）】 

（施策№18、19、20、26、

27、28、30、31 対応） 

 

 

（注） 

１ 備考欄の【 】は、7経営方針の中のいずれに該当するかを示す。 
２ 同じく施策№は、日立市商工振興計画に掲げられている工業振興に係る施策の番号を示す。 
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(6) 創業支援 

趣旨、目的 

総合計画では、「新たな企業が進出するとともに、成長産業分野等への事業展開により就業機会

が創出され、地域産業全体が活気づいている」まちを目指すこととしています。 

起業や事業の創造は、経済活性化のための重要なファクターです。企業活動によって新しいビジ

ネスモデルや雇用が生み出され、地域経済ひいては国レベルでの経済発展や産業構造の変化も期待

されるからです。 

したがって、多様な企業、就業機会が生まれる環境づくりを進め、蓄積された技術力や企業集積、

産学官連携等を活かした新事業への展開を支援していきます。 

事業名 内容（趣旨） 備考 

MCO インキュベー

ション事業 

ベンチャー企業などの事業立上げや第二創業を支援するた

め、インキュベーションオフィス入居者に対して経営相談や

勉強会等を実施し、事業化に向けたサポートを行う。 

 

創業準備パイロット

事業 

創業予定者や創業まもない方の事業化を支援するため、シェ

アオフィス（創業準備デスク）を貸与する。 
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(7) 情報収集・発信 

趣旨、目的 

日立地区産業支援センターは、地域中小企業の成長、発展そして地域産業の振興に貢献するため

に活動する機関です。地域の企業から信頼されなければ、地域企業の悩み、課題を聞き取ることは

できず、また、地域の課題を知らなければ地域企業が本当に求めている情報を提供することもでき

ません。 

したがって、地域企業を数多く訪問し、信頼され、顔の見える関係の構築に努めるとともに地域

企業に真に役に立つ情報の収集と発信に努めます。 

事業名 内容（趣旨） 備考 

訪問アドバイザー事

業 

日立地区産業支援センターの職員による企業訪問を補完する

ため、アドバイザーによる企業訪問を実施する。併せて、日

立地区産業支援センターの事業案内、企業の課題、センター

への意見要望を把握し、事業への反映に努める。 

【7－（4）】 

【7－（6）】 

ホームページ運営事

業 

地域中小企業の事業経営に資するため、日立地区産業支援セ

ンターの事業案内、参加者募集、結果報告、年間スケジュー

ルの周知など各種情報発信に努める。 

【7－（4）】 

メルマガ発行事業 

日立地区産業支援センターの事業案内、参加者募集等の広報、

国等の補助事業や各種展示会、商談会、見本市の開催状況な

ど各種情報の提供等、ホームページによる情報発信を補完す

るため、適時適切な情報発信に努める。 

【7－（4）】 

 

 

（注） 

１ 備考欄の【 】は、7経営方針の中のいずれに該当するかを示す。 
２ 同じく施策№は、日立市商工振興計画に掲げられている工業振興に係る施策の番号を示す。 
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(8) 地域交流 

趣旨、目的 

新たなビジネスは、地域産業資源を改めて見直すことにより発見されたり、思いもよらないこと

がヒントとなって生まれたりすることがあります。多種多様な方々との出会いの場を提供するとと

もに、日立地区産業支援センターの存在を広く一般市民の方にも周知することによって利用者、相

談者の増加にもつながるものと考えます。 

したがって、中小企業関係者と一般市民とが一緒に最新の話題を聞く中から新たなビジネスモデ

ルのヒントを模索する機会の提供に努めます。 

事業名 内容（趣旨） 備考 

地域交流講演会開催

事業 

地域の産業資源発見のため、多種多様な方々との出会いの場

を提供し、新ビジネスへのヒントを模索する。 
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10 収支計画 

平成26年度 平成27年度 平成28年度

１ 事業活動収入

(1) 基本財産運用収入 200,000 200,000 200,000

基本財産利息収入 200,000 200,000 200,000

(2) 事業収入 17,193,000 17,000,000 17,000,000

自主事業収入 17,193,000 17,000,000 17,000,000

(3) 補助金等収入 224,647,000 237,140,000 214,660,000

補助金等収入 12,000,000 12,000,000 12,000,000

受託料収入 148,770,000 161,263,000 138,783,000

交付金収入 63,877,000 63,877,000 63,877,000

(4) 雑収入 500,000 500,000 500,000

雑収入 500,000 500,000 500,000

(5) 繰入金収入 0 0 0

繰入金収入 0 0 0

当期収入合計 242,540,000 254,840,000 232,360,000

２　事業活動支出

(1) 事業費 198,757,000 211,057,000 188,577,000

事業一般管理 37,712,000 37,712,000 37,712,000

人材育成 11,909,000 11,909,000 11,909,000

競争力強化 6,951,000 6,680,000 6,951,000

受注顧客開拓 31,262,000 32,649,000 32,649,000

新製品新技術 106,481,000 117,889,000 95,138,000

啓蒙 2,086,000 1,862,000 1,862,000

創業支援 624,000 624,000 624,000

情報収集発信 1,432,000 1,432,000 1,432,000

地域交流 300,000 300,000 300,000

(2) 管理費 43,783,000 43,783,000 43,783,000

当期支出合計 242,540,000 254,840,000 232,360,000

当期収支差額 0 0 0

※　上記は投資活動収支を除いた資金計画です。

科 目
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11 参考資料 

基本計画
大綱 施策

施 策 の 体 系

3　活力あ
る産業の
まち

1　基幹産
業の活性
化と新産
業創出の
支援

【
将
来
都
市
像

】
　
　
生
活
未
来
都
市
・
ひ
た
ち
　
～

知
恵
と
自
然
が
響
き
合
い

、
暮
ら
し
を
明
日
に
繋
ぐ
ま
ち
～

【
基
本
理
念

】
　
　
く
ら
し
の
安
心
を
つ
な
ぐ
／
ま
ち
の
活
力
を
育
む
／
地
域
の
力
を
磨
き
い
か
す

茨城県立日立産業技術専門学院の移転整備と機能拡張

汎用工作機械加工技術を習得できる仕組みづくり

溶接加工技術を習得できる仕組みづくり

溶接技術等の資格試験の誘致

世界一の生産性を目指した取組

チャイナリスク対策としての東南アジアミッション団派遣

改善、5Sの推進

技術開発等の推進

設備投資等に対する優遇制度基準の見直し

全国の企業グループとの交流促進

産学連携の推進

中国進出済み企業の経営安定化

設計技術者等の確保と育成

成長産業分野の海外市場調査、技術開発

バーミングハム市の産業調査、ミッション団派遣

シュツットガルト市の産業調査、ミッション団派遣

HITS中国情報センターの活用

海外展開への相談、アドバイス体制の整備

JETROなど外部機関の誘致

県内金融機関との海外展開における連携強化

世界一の生産性を目指した取組（再掲）

医工連携の推進とそのための資金獲得

技術開発等の推進（再掲）

成長産業分野の海外市場調査、技術開発（再掲）

女性従業員活用のための環境整備

工場拡張用地の確保と整備

企業誘致の推進

未来都市モデルプロジェクトの推進

バーミングハム市の産業調査、ミッション団派遣（再掲）

医療、航空機産業への事業展開

海外展示会、商談会への参加（再掲）

国内展示会、商談会等への参加

海外の研究機構とHITSの協力協定締結

成長産業分野への
事業展開

ものづくりを伝承す
る地域の実現

操業環境の整備と
支援体制の再構築

基本戦略

個別企業の事業継続計画（BCP）策定の推進

産業支援機関、行政による企業ヒアリングの強化

日立市産業振興部門のHITS駐在化

茨城県商工労働部、県中小企業振興公社との連携強化

若手経営者の発掘と育成

中小企業の社内情報システム管理者の育成

大学生、高校生のインターンシップ事業

茨城キリスト教大学経営学部と地域中小企業の連携強化

ものづくりに触れるイベントの実施とその参加奨励

技能技術者の教える力の向上と技能習得道場の具現化

茨城県立日立産業技術専門学院の移転整備と機能拡張（再掲）

汎用工作機械加工技術を習得できる仕組みづくり（再掲）

溶接加工技術を習得できる仕組みづくり（再掲）

溶接技術等の資格試験の誘致（再掲）

設計・デザイン技術習得とそのための仕組みづくり

県内金融機関と日立市の人事交流

国、県、市、民間等への日立市職員の研修派遣

工場照明等のLED化

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の活用促進

設備投資等に対する優遇制度基準の見直し（再掲）

首都圏からの受発注情報の会員制公開

新規受発注開拓のための地域としての働きかけ

海外展示会、商談会への参加

企業グループによる海外展開

地域中小企業が共同利用できる商社の発掘と連携

商 工 振 興 計 画

国際化対応人材の確保と育成

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

基本構想
総合計画

量産から非量産へ
の徹底した転換

海外需要の積極的
な取り込み

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35

46

47

48

49

50

41

42

43

44

45

56

57

58

59

51

52

53

54

55

目標

ものづくりや

産業創出の

支援など、

産業の活性

化に努めま

す。

施策の

基本方針

ものづくり産業の

活力を維持する

ため、ものづくりを

支える人材の育

成や中小企業へ

の多様な支援を

進めるほか、企業

誘致や異業種連

携・創業支援を推

進します。

成果指標

｢働ける場として

新たな企業が進

出するなど、産業

の活性化が進ん

でいる｣に対する

評価

現状値（H23）

2.4点

↓

目標値（H28）

3.0点

めざす姿

★我が国のもの

づくりを支える地

域として、多くの

中小企業が集積

し、企業活動の充

実に必要な相談

や支援を受けるこ

とができる。

★新たな企業が

進出するとともに、

成長産業分野等

への事業展開に

より就業機会が

創出され、地域産
業全体が活気づ

いている。

施策の方向と

主な取組

１ 中小企業の

課題やニーズ

に対応した多

様な支援体制、

施策の構築

２ 企業誘致の

推進や成長産

業等への事業

展開の促進

施策1の目標指標

・製造品出荷額（4人以上事業所）

H23：1兆3,970億円

H28：1兆4,600億円

・日立地区産業支援センター利用件

数

H23：1,246件

H28：1,500件

施策2の目標指標

・創業支援数（MCO入居者数等）

H23：7社

H28：10社

課題

・工業（ものづくり）の活力を維持するためには、業種・業態・地域を超えた異業種連携の推進や各支援機関

等との一層の連携強化による産業振興体制を構築し、中小企業等への多様な支援が必要

・企業誘致や創業支援を推進するとともに本市が有する人材や資源を活かし、エネルギー、環境、健康、情

報通信等の新たな成長産業の創出や特徴ある支援策の構築が必要

・多様な産業の立地を促進するとともに、中小企業等の移転・拡張等のニーズに対応するための産業用地

の確保を図る必要がある。

量産から非量産化への転換

海外需要の取り込み

成長産業分野への事業展開

ものづくりの伝承

操業環境の整備

支援体制の再構築

産業支援センターの経営理念
「未来を切り開く企業風土」を地域中小企業が自ら

築き、時代の変化、社会経済情勢の構造的変化

に対応でき、成長し続ける企業がさらに多く生ま

れてくるような支援事業の展開に努め、地域産業

の活性化と地域の振興に貢献する。

 


