
　２．「創業・新事業展開」に取り組む方への支援施策

機関名 Ｎｏ．

新規参入・新産業創出等支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

産学官連携による技術高度化支援により，共同研究体制の構築及び重点新分野

等での新事業，新産業創出などの促進や，高度電子機械産業分野で，川下企

業等への参入を目指して試作開発等に取り組む県内企業に対し，新規参入の推進

と取引創出・拡大を図ります。

【地域イノベーション創出型】

・補助率：小規模企業者以外1/2以内，小規模企業者2/3以内】

・補助上限額：4,000千円

【成長分野参入支援型】

・補助率：小規模企業者以外1/2以内，小規模企業者2/3以内】

・補助上限額：3,000千円

【グループ開発型】

・補助率：1/2以内　・補助期間：最大3年　・補助上限額10,000千円/年

連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2721

IT商品開発支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/

地域産業が求めるIT商品の開発・改良・試用提供等に要する費用を支援します。

【新製品開発型】

　　補助率：2/3，補助上限額：3,000千円

【改良型】

　　補助率：2/3，補助限度額：1,000千円

連絡先　経済商工観光部産

業デジタル推進課

℡:022-211-2479

中小企業経営革新事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/

経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新を全業種にわたって幅広く支援しま

す。経営革新計画の承認を受けた事業者は，各支援策の利用を申請できます。

計画の承認により利用できる支援策　（例）

・信用保証の特例　　・政府系金融機関による低利融資制度

・海外展開に伴う資金調達の支援措置　　・宮城県独自の融資制度　等

連絡先　経済商工観光部中

小企業支援室

℡:022-211-2742

みやぎＵＩＪターン起業支援事業 https://www.miyagi-sogyo.jp/

東京圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県）からのＵＩＪターンによる創業

する者に対しスタートアップ資金を補助するとともに，支援機関による伴走型支援を実

施し，経営安定までの支援を行います。

・補助率：1/2

・補助額：2,000千円（上限）

連絡先　経済商工観光部中

小企業支援室

℡:022-211-2745

宮城県スタートアップ加速化支援事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/startup

連絡先　産業育成支援部事

業支援課

℡:022-225-6697

みやぎ中小企業チャレンジ応援基金事業

連絡先　産業育成支援部事

業支援課

℡:022-225-6697

グローバルスタートアップ創出 http://sendai-startups.org/

動画

https://youtu.be/52D4qh1C

Psw

連絡先　産業政策部産業振

興課　℡:022-214-8278

ソーシャルイノベーター育成・支援 http://sendai-startups.org/

動画

https://youtu.be/52D4qh1C

Psw

連絡先　産業政策部産業振

興課　℡:022-214-8278

社会課題をビジネスを通じて持続的に解決していく起業家を育成するため、社会起業

に関する各種レクチャーや個別メンタリング等、起業家や各分野の専門家による約6カ

月間にわたる集中支援を実施します。東北全域から参加希望者を公募し、選抜され

た者に対して支援を行います。

宮城県内において地域課題を解決するため、創業する方にスタートアップ資金を2か年

度にわたり補助します。

宮城県及び株式会社七十七銀行と連携し、地域資源等の活用により新商品等の

開発を行う方を支援するため、当該開発に係る事業計画を募集し、優れた案件と認

められるものに対して事業経費の一部を助成します。事業承継を伴い開発を行う方は

優先して助成します。

支援施策概要

2－3

2－4

2－8

ICTや大学の研究成果を活用し、イノベーションの創出や社会課題の解決を目指す

起業家の成長をさらに加速させるため、資金調達や事業提携等、ベンチャー企業経

営者や投資家、支援者による約6カ月間にわたる集中支援を実施します。東北全域

からビジネスプランを公募し、選抜された起業家に対して支援を行います。

2－5

2－6

宮城県

みやぎ産業振興機
構

2－7

2-11

2-12

補助金・助成金等

補助金・助成金等

補助金・助成金等

情報提供

補助金・助成金等

補助金・助成金等

セミナー・研修

専門家によるアドバイス

セミナー・研修

専門家によるアドバイス
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機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

起業啓発・促進イベント開催 http://sendai-startups.org/

動画

https://youtu.be/52D4qh1C

Psw

連絡先　産業政策部産業振

興課　℡:022-214-8278

BOSAI-TECHイノベーション創出促進事業

https://www.city.sendai.jp/r

enkesuishin/jigyosha/kezai/

sangaku/minkan/bosai-

tech.html

動画

https://youtu.be/8zWBe6o_f

AY

連絡先　経済局産業政策部

産業振興課

℡:022-214-8263

東北大学IIS研究センター運営支援事業 http://web.tohoku.ac.jp/iisrc/

動画

https://youtu.be/8zWBe6o_f

AY

連絡先　経済局産業政策部

産業振興課

℡:022-214-8263

中小企業新製品等開発支援補助金事業
動画

https://youtu.be/8zWBe6o_f

AY

連絡先　経済局産業政策部

産業振興課

℡:022-214-8263

ヘルステック推進事業 https://www.sendai-healthtech.com/

連絡先　経済局産業政策部

産業振興課

℡:022-214-1005

「IT×ヘルスケア」をキーワードに、地域の健康課題の解決を通してヘルスケアビジネス

の開発に取り組む事業者への支援として、地域ニーズの提供、実証支援、セミナー等

の支援プログラムを産学官の連携を下で行います。

2-15

2-17

2-16

企業のニーズ発掘から事業化まで一貫したコーディネートにより、東北大学の技術シー

ズを活用した産学官連携プロジェクトを推進し、地域IT企業の成長促進・新ビジネス

の創出・地域課題の解決を支援します。

地域や社会の課題解決に繋がるIT関連（IoT、AI、VR、AR等）、ロボティクス関連

の新たな製品・サービスの開発、実証実験及び販路開拓を支援します。

補助率：補助対象経費の総額の2/3以内（予定）、補助上限額：１件あたり

200万円、実施体制にあたり大学等又は公設試験研究機関が含まれる産学連携

案件については1件あたり３００万円（予定）、採択予定件数：未定、募集時

期：6月（予定）

地方最大級の起業家応援イベント「SENDAI for Startups!」を開催しています。東

北の起業家による事業プランの発表や、全国で活躍する起業家及びその支援者によ

るパネルディスカッションなどが行われます。2013年から継続開催しています。

産学官連携による防災関連産業のオープンイノベーションにより、新製品・サービス創

出を支援し、被災地からの新しい産業創出と地域IT企業の成長促進を支援します。

2-13

2-14

マッチング・商談

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

補助金・助成金

専門家によるアドバイス

セミナー・研修

情報提供

セミナー・研修

セミナー・研修
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機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

仙台市起業支援センターアシ☆スタ事業
https://www.siip.city.sendai.jp/assista/

窓口相談にて随時、起業に関する様々な課題に対して専門家による助言を行いま

す。また、起業希望者や起業後間もない方を対象に起業に必要な知識・ノウハウを学

ぶ各種セミナー・ワークショップ等（年12回程度開催）及び多種多様な起業課題を

ワンストップで相談できる合同相談会（起業・創業なんでも相談DAY）を開催しま

す。（年12回程度開催）

連絡先　起業支援センター起

業支援課

℡:022-724-1124

アシ☆スタネクストステージ応援事業
https://www.siip.city.sendai.jp/assista/

仙台市起業支援センターアシ☆スタを活用して起業した方々に対して経営者としての

成長を促すため、「アシ☆スタビジネススクール」を開催し、起業家の事業継続と成長を

支援します。

連絡先　起業支援センター起

業支援課

℡:022-724-1124

働き方改革促進ビジネス開発委託事業

働き方改革やダイバーシティ経営を促進する新規ソリューションビジネスを公募します。

募集予定時期：4月

連絡先　経営支援部人材確

保支援課

℡:022-724-1116

ケアテック商品開発委託事業 https://sendai.fwbc.jp/

健康福祉、ウエルビーイング関連の新規ソリューションビジネスを公募します。募集予定

時期：4月

連絡先　FWBC推進室

℡:022-303-2666

ケアテック　ニーズリサーチ事業 https://sendai.fwbc.jp/

新規ビジネス創出の為の健康福祉、ウエルビーイング関連の現場課題の探索を支援し

ます。募集予定時期：4月～10月

連絡先　FWBC推進室

℡:022-303-2666

インキュベーション事業「T-Biz」 https://www.smrj.go.jp/incubation/t-biz/

東北大学青葉山キャンパス内に起業家育成施設（賃貸ラボ・オフィス）を設置し、

東北大学等の研究開発シーズを活用した事業化を支援。常駐するＩＭ（インキュ

ベーションマネージャー）が新規事業展開をサポート。

【募集時期】空室がでたところで随時募集　【利用料】賃料、敷金等発生

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-726-5866

新事業創出支援事業
https://www.smrj.go.jp/sme/new_

business/index.html

農商工等連携事業により新商品・サービスを創出し、更なる成長を目指す中小企業

に、①相談対応、②事業計画ブラッシュアップ、③計画実行のフォローアップ（販路開

拓等）等の支援を実施。

【募集時期】常時募集中　【利用料】無料

連絡先　企業支援部支援推

進課

℡:022-399-9031

FASTAR（ファスター） https://fastar.smrj.go.jp/

担当の専門家が各種支援ツール（メンタリング等）をコーディネートしながら事業計画

のブラッシュアップを伴走支援。また、VCや大企業に対する事業プレゼン機会の提供や

個別のマッチング等で、資金調達や事業提携の機会を創出。

【募集時期】未定（HP上で案内予定）　【利用料】無料

連絡先　中小機構本部

創業・ベンチャー支援課

（FASTER担当）

℡: 03-5470-1574

地域イノベーションプロデューサー塾(RIPS) http://rirc.econ.tohoku.ac.jp/education/rips/

連絡先　東北大学大学院経

済学研究科地域イノベーション

研究センター

℡:022-217-6265

2－24

2－26

2－18

2－25

2－21

地域経済や雇用創出を牽引するリーディング企業を創出するために、地域企業の経

営人材を対象にして、革新的な新事業の開発を支援し実現するための人材育成塾

「地域イノベーションプロデューサー塾（RIPS)」を開講しています。2020年度より新型

コロナウィルス感染予防対策として、対面とオンラインのどちらかを選択して受講できるよ

うになりました。また、2022年度より、東北地域に加えて、北海道地域においても

RIPSを開講しています。

RIPSでは2012年度の開講以来280名の卒塾生を輩出しており、OB同士の事業

連携等も活発に行われています。OB会では、アフターコロナを見据えた講演会や金融

リテラシー講座、管理会計講座などの学びの場を自主的に企画し、卒塾後も相互研

鑽を積んでいます。

東北大学
地域イノベーション
研究センター

2－19

2－27

中小企業基盤整備
機構東北本部

2－23

仙台市産業振興事
業団

2－22

賃貸施設

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

マッチング・商談会

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

セミナー・研修

補助金・助成金等

補助金・助成金
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