
一般社団法人茨城県経営者協会

第9次中期運営要綱（案）
計画期間 令和2年度～令和4年度



第9次中期運営要綱の策定にあたって
第9次中期運営要綱（令和2～4年度）の策定にあたり、会員が協会に何を期待し、どのような事業内容を希望しているかなどを把握するとともに、

今後の3ヶ年計画の基礎資料とするために実施。

会員意向調査結果への対応

・情報の収集・提供
・人的交流・ネットワーク
づくり

・経営者・管理者・従業員の
研修事業

会員から期待されている活動 会員が求める情報・資料

・賃金・退職金など労働条件
・人材情報・雇用管理情報
・働き方改革
・今後の経営環境
・人材育成事例

既存情報提供メディア活用

活用されているメディア
・会報、・定期調査報告書
・研修・セミナー等案内

機能・コンテンツ拡充を検討をする
メディア
・ホームページ、・メールマガジン

会員が希望するメディア

・研修・セミナー等WEB配信
・研修出張サービス
・ビジネスマッチングサイト
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第9次運営要綱において

取組みを検討すべき課題

◆訪問活動による会員との接点強化、ニーズの把握と事業への反映。
⇔有効面談できない会員との接点維持・強化。

◆会員ニーズの多様化、事業のターゲットの絞り込み、中小企業会員への対応。
◆会員同士の成功事例・先進事例共有や、同業務担当者との意見交換ができる交流事業の検討。
◆事業開催地域の偏り、会員に近い場所での実施、各支部・委員会の連携。
◆各事業の更なる内容の充実、および適正な評価とＰＤＣＡの実践。

第8次中期運営要綱の成果と課題
第8次中期運営要綱では「会員の声に耳を傾け、会員、地域から“頼りにされる”茨城経協へと進化する」をスローガンに、「会員へのフォロー、

情報収集・情報発信の強化」、「会員交流機会の拡充(質量両面の充実)」、「研修・セミナー事業のさらなる内容充実」、「地域社会への貢献活動
の強化」、「政策提言力の向上」に重点的に取り組んできた。
会員の裾野拡大により会員ニーズも多様化しており、それぞれの会員ニーズを事業活動に反映し更に会員満足度を向上していくことや、現状で

は事業に参加できていない会員へ対応などが課題として残った。



経営環境と目指すべき方向性

会員企業の変化
第9次中期運営要綱期間（令和2～4年度）は、

「世界経済減速」「人口減少」などにより、景気後
退局面となり、また、会員企業の剥落や、会員メ
リットを追求する動きが強まるものと予想される。

経営環境変化

への対応

働き方改革

人材確保・

育成

生産性向上

グローバリ

ゼーション

デジタライ

ゼーション

Society5.0

ＳＤＧｓ
会員剥落世代交代

廃業

M＆A
景気後退

会員

メリット

追求

経営者の

意識変化

経営環境の変化
経営者は「働き方改革」「人材確保・育成」「生産
性向上」などこれまで以上に経営環境変化への対応
が求められる時代となる。

会員満足度の向上
会員が求める「質の高い情報や交流機会」を提供し、
「事業参画機会の拡大」を図り、会員満足度の向上
を図っていく必要がある。

自社ＰＲ・ビジネスマッチング

時代の潮流の情報

経営上必要な情報

次代の経営の情報

同業種・異業種の

交流機会

質の高い情報や交流機会の提供

事業参画機会の拡大

会員満足度の向上
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３年後の目指すべき姿

会員数を

1,300社に

増加

３年後の

目指すべき

姿

事業評価の
向上

７割以上の
満足度

事業参加率
の向上

７割以上の
参加

交流会、研修・セミナーなどの個別事業を参加会員に評価いただき、
それぞれが7割以上の満足度と評価される事業にレベルアップする。

事業の更なるブラッシュアップと会員が参加しやすい
体制構築により、会員の事業参加率（何らかの事業に
一度でも参加する会員数の割合）を7割以上とする。

会員に評価される事業実施と、多くの会員に事業に参加いただくことで，
会員満足度を高め会員数を1,300社（プラス50社）に増加させる。

⇒多様化する会員ニーズに確りと応え、それぞれの会員企
業の規模、業種、地域などに対応したユニバーサルな事業
を展開する。
※平成30年度の事業参加率は約6割であり、1割（約130社）
の参加率向上を目指す。

⇒事業に参加いただいた会員にアンケート
を実施。それぞれの事業について全事業共
通のアンケート項目で評価し、事業の更な
るブラッシュアップを図る。

⇒安定的な会員基盤に支えられた健全経営を維持することで、会
員企業・地域の発展に有益な事業を継続的に展開し貢献していく。
※会員の入れ替わりもあり、現状の財務基盤を維持するためには、
3年間で約50社の増加が必要となる。

茨城県経営者協会が3年後に目指す姿として、
以下のとおりの目標（数値目標）を設定する。
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豊かな茨城づくり、

地域活性化、医療・教育

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）、

Society5.0（創造社会）、

ビジネスの新業態

人材採用・育成、

働き方改革、生産性向上、

外国人労働力、副業解禁

会員

時代

茨城県

経営者協会

地域

経営課題への対応

地域の課題解決

次代の経営、

変革への寄与

会員、地域、時代からの要請に応え、

会員企業と地域経済の継続的発展に貢献します。

会員からの要請

⇒現在の企業経営の課題対応
人材採用・育成、働き方改革、生産性向上、外国人労働力、副業解禁

時代からの要請

⇒次代の経営に関する情報提供
ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）、Society5.0（創造社会）、

ビジネスの新業態

地域からの要請

⇒現在の地域の課題解決
豊かな茨城づくり、 地域活性化、医療・教育問題

第9次中期運営要綱基本理念（スローガン）
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基本方針（重点取組項目と継続取組項目）

新しい時代の経営に役立つ情報を積極的に発信していきます。情報発信

◆次の経営のビジネスの種になる情報や、労務問題関連情報（労務相談頻出事例・先進事例紹等）を
提供していきます。

◆会員のビジネスシーズとニーズをマッチングするためのチャネル（ＨＰ、会報、メルマガ等）を
機能拡充します。

より多くの会員が参加しやすい“場”を創出します。場の創出

◆チャネル拡充や事業開催地の再編により会員に身近に感じられる事業を開催します。
◆会員ニーズの多様化に対応した的確なターゲティングやテーマ設定により、ニーズを捉えた
事業を展開します。

◆支部・委員会の体制強化により会員の事業参画度を高めます。
◆会員（新入会員・既存会員）への適切なフォローにより事業参加への好循環を創出します。

会員の経営環境の変化に応じた“旬”な経営課題に対応します。

旬な
経営課題
に対応 ◆経協の強みである労務問題を核とした「働き方改革・生産性向上・人材確保・女性活躍・外国人

雇用・副業解禁等」を主要テーマとした研修・セミナーを体系的に開催します。
◆会員同士のシナジー創出を目的として、先進的事例や成功事例等の共有、および、同業務担当者の
人脈づくりを支援する交流機会を創出します。

◆県内大学等と連携し人材採用支援に取組みます。また、外国人労働力確保に向けた支援を実施します。
◆Society5.0（注釈1）時代に向けて、デジタライゼーション活用、サイバーセキュリティー対策、
デジタル化人材の育成の支援等に取組みます。

注釈1）サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社

会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社

会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において我が

国が目指すべき未来社会の姿として初めて提唱された。IoT（Internet of Things）、ロボット、人工知能（AI）、ビッ

グデータ等の新たな技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れてイノベーションを創出し、一人一人のニーズに合わせ

る形で社会的課題を解決する新たな社会のこと。
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３つの
重点取組項目

https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html


地域社会への貢献活動を強化します。地域貢献

◆会員企業を主体とした地域社会への貢献活動、大学や関係団体との連携事業、安全安心な
まちづくり運動を継続的に実施していきます。

事務局の体制を強化します。
事務局の
強化

◆会員訪問活動の継続や多様なチャネルでの接点を構築し、ニーズの把握と事業への反映を
実施します。また、事業評価の適正な把握・改善に努めます。

政策提言力を向上します。政策提言

◆行政に対する会員ニーズを把握し政策提言に反映します。
◆行政・関係団体と連携し、会員と行政等との相互理解を促進していきます。

基本方針（重点取組項目と継続取組項目）
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３つの
継続取組項目



具体的取組の視点

具体的な事業の実施にあたっては、以下の４つの視点で取組む。

見える化する

Visualization

経営の役に立つ情報を
絶えず発信する

会員をよく知り、
経協をよく知ってもらう

発信する

Outgoing

ＨＰ・会報等のチャネル
を拡充し、協会の事業内容の分かりやすい表記や、
お役立ちメニューのＰＲに努めます。

事業内容の見える化

会員訪問や会員の事業参
加実績等によりニーズを捉え、会員ニーズの多様化
に対応した事業を展開します。

会員ニーズの見える化

事業参加会員へのアン
ケート実施により事業評価を把握、ＰＤＣＡを回し、
鮮度の高い事業を実施します。

事業評価の見える化

委員会・支部の活動内容
や役員の見える化により、会員交流がしやすい素地
を形成します。

委員会・支部の見える化

会員訪問等により事務局担当者の顔を見える化し、会員の声を事業に反映します。

メルマガや会報のコンテ
ンツ拡充等により、次の経営のビジネスの種にな
る有益な情報を積極的に発信します。

ビジネスの種

デジタライゼーションに向けたセミナーや、人材の能力開発、研修プログラムの
提供等、Society５.0時代に対応した情報提供に努めます。

Society５.0

“同一労働・同一賃金”
“職場のハラスメント対策”等のトラブル未然防止
のための情報提供を行います。

トラブル未然防止

“働き方改革”“人材確保”
等の労務問題を主要テーマとした研修・セミナー
を体系的に開催します。

労務問題対応研修
行政に対する会員要望を

踏まえた政策提言を行うと共に、政策提言後の具
体的な回答を会員にフィードバックします。

政策提言
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事務局の見える化



具体的取組の視点

会員同士、会員と経協、
会員と行政、会員と地域を

マッチングする

つなぐ・つながる
Connect・Coordinate

共有する

Share

会員同士が価値を共有し
相互に発展していく

SDGsの視点をベースとした、会員の業界の垣根を越えたコラボレーションの可能性
を探るイベントを開催していきます。

会員同士の先進的事例や
成功事例等の共有機会や、同業務担当者の人脈づく
りを支援する交流事業等、会員同士のシナジーを創
出する事業を展開します。

会員企業間のシェアリン
グエコノミー（”空間・移動・ヒト・モノ・カネ”）
による経営資源の有効活用を検討します。

ＨＰへのビジネスマッチ
ングサイトの開設、会員企業一覧（企業データ）の
掲載・ＰＲにより、会員のビジネスシーズ・ニーズ
マッチング機能を拡充します。

会員シーズとニーズ

茨城県、市町村等の幹部
職員との懇談会実施や、政策分野についての勉強会
の開催等、会員と行政・関係団体との連携を強化し
ます。

会員企業を主体とした貢献
活動の企画等、地域社会のための事業を開催します。

チャネル拡充や支部間の
連携、事業開催地の再編等により、会員に身近に感
じられる事業を開催します。また、委員会・支部役
員の体制強化、既存会員・新入会員への適切なフォ
ロー等により事業参画を促進します。

会員の“士業（弁護士・社
労士・税理士等）”をネットワーク化し、会員が所在
するエリアの最寄りの会員士業への橋渡しをします。

会員とﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

県内大学での学内企業説
明会、県内各地区での産学懇談会、Webサイト（就
職MAP等）を活用した学生・求職者に向けた会員企
業PR、また、外国人労働力確保への対応等、人材採
用支援策を実施します。

会員と人材

持続可能な成長へ

シナジーの創出
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会員と行政

会員と地域

会員と経協事業

経営資源の活用



常設委員会の取組 産業政策活動：産業政策委員会 下線部が新規または拡充施策
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４．経営判断に資する適切な情報提供
・行政施策等の把握および行政施策情報の提供（メルマガ等による鮮度ある情報の提供）

３．行政関係機関との相互理解の促進
(1) 行政との意見交換
・茨城県との意見交換を開催し、県当局より主要施策等について説明を受けるとともに、県政への提言・要望事項について具体的な見解を確認

(2) 他委員会・支部等における行政との意見交換会の開催
・茨城県知事の講演（青年経営研究会） 、環境行政説明会（環境委員会） 、茨城労働局との懇談会（労働企画委員会）、茨城県副知事 との懇談会
（経営教育委員会） 等

(3) 地域・産業振興に関する各種審議会・委員会への参加協力と産業界の意思反映

２．県内産業の強化に向けた「政策提言・要望活動」とその実現
(1) 会員ニーズの的確な把握を目指し、産業政策委員会の会員ニーズ調査部会が活動を展開
・会員ニーズ調査部会の開催による調査項目および県政への提言・要望事項の決定
・全会員を対象に、行政に対する要望事項を中心としたアンケート調査を実施
・調査結果等をもとに「県政への提言・要望事項」を取りまとめ、産業政策委員会に上申

(2) 県行政施策への意見反映のための活動
・「県政への提言・要望事項」を茨城県産業政策部長へ提出、県との意見交換会のなかで「県政要望に係る現況・対応」を確認
・県政要望に対する茨城県の回答と取り組み状況を会員企業へフィードバックする為、「県政要望に関する回答の評価とポイント」を作成し配布
・茨城産業会議として、構成各団体と共同で「県政要望」を県知事に対し提出、茨城県知事はじめ県幹部との懇談会を実施

１．県内の資産・資源を活かし、ビジネスチャンスを拡げる交流の場づくり
(1) 会員企業間の情報交換・ビジネス交流の促進
・先進企業視察会の実施
・事例発表会（ベンチマーキング）の実施
・ブロック会員交流会、支部総会等での会員交流、ビジネス交流
・茨城･栃木･群馬等広域的な交流会の実施
・若手経営者向けの研修事業「経協塾」の実施検討

(2) 企業と大学・研究支援機関との交流の場づくり
・大学等の事業紹介など産学官連携事業への協力

(3) 会員企業間のシェアリングエコノミー（空間・移動・ヒト（スキル）・モノ・カネ）の実施検討



常設委員会の取組 地域関係活動：地域関係委員会 下線部が新規または拡充施策
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４．会員企業を主体とした地域貢献活動の推進

・新たな地域貢献活動の企画や外部イベントへの参画

３．関係行政機関・団体と協力して豊かな地域づくりに参画
（1）豊かな地域づくりのため関係機関・団体との協働を行う（茨城ＮＰＯセンター・コモンズ、ＮＰＯ法人フードバンク茨城、チャレンジ

いばらき県民運動、県こどもを守る110番の家ネットワーク会議、防災ボランティアネットワーク、(一社)いばらき出会いサポートセン
ター等）

（2）地域で活動するNPOの活動を企業に周知（会報誌に「ＮＰＯ情報コーナー」を毎号掲載）
（3）県安全なまちづくり運動への参画
（4）茨城県警本部「ニセ電話詐欺の撲滅に関する覚書」を踏まえ、啓発活動に協力

２．企業倫理確立のため「企業行動憲章」やＣＳＲへの理解を深化
（1）「茨城における企業行動憲章」の周知
（2）CSRの取り組みに先進的な企業事例の周知広報

１．「地域と共生する」企業行動の推進に努める
（1）持続可能な開発目標(SDGs)の視点をベースとした、業界の垣根を越えたコラボレーションの可能性を探るイベントの開催
（2）安全・安心なまちづくり運動の継続・拡大
（3）会員企業が取り組んでいる社会貢献事業の情報収集・事業協力・広報
（4）先進企業視察会の実施
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３．情報収集および提供活動
(1) デジタライゼーション(AI・Iot・RPA・Big Data・サイバーセキュリティ対策)活用に向けた情報提供
(2) ものづくり分野のイベント（ビジネス交流会）などの後援、イベントの情報収集と提供
(3) いばらき宇宙ビジネス支援事業の情報提供

２．科学技術・ものづくり施策の調査研究と施策への意見反映
(1) 茨城県科学技術振興会議に科学技術委員長が委員として参画
(2) 茨城県科学技術振興課との懇談会の開催
(3) 科学技術振興施策に関する情報の提供

１．企業間ならびに産学官の情報交流・相互啓発の場の提供
(1) ものづくり商談会の実施
(2) 関係機関との連携によるものづくり支援、シーズ・ニーズのマッチング支援事業等への協力
・茨城大学研究室訪問交流会（茨城産業会議と茨城大学の共催事業）
茨城大学工学部、茨城大学理学部、茨城大学農学部との訪問交流会実施

・関係機関・団体、マスコミ等が主催するイベント等への協力
・いばらき成長産業振興協議会（事務局は茨城県産業戦略部）」への参画
・知的財産権普及連携担当者会議（事務局は茨城県中小企業振興公社）への事務局員の参画
・その他、関係機関や大学等が実施する事業への協力

(3) デジタル化人材の能力開発・研修プログラムの提供
(4) 元気な企業に学ぶものづくり経営講演会の開催
(5) ものづくり先進企業見学会の開催


