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「みやぎ・せんだい連携会議」　支援施策一覧

〔注意事項〕

本資料は令和3年2月28日時点の情報を基に作成しています。

今後、国、県、市の予算審議等により、掲載内容に変更が生じる場合があります。
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　１．コロナ対策支援施策

機関名 Ｎｏ．

中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金） https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

https://www.tohoku.meti.go.jp/saigai/topics/211116.html

連絡先　企業成長支援課

022-221-4807

セーフティネット資金（保証４号） https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/

　県制度融資による資金繰り支援。

　原則として最近１か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後

２か月を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる

方が対象。（市町村長の認定が必要）

【融資限度額】8,000万円　　【償還期間】10年（据置2年）以内

【利率】1.30%　　【保証料】0.50%

連絡先　経済商工観光部商工金融課

℡:022-211-2744

セーフティネット資金（保証５号） https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/

　県制度融資による資金繰り支援。

　指定業種に属する事業を行っており、最近３か月の売上高等が前年同期に比して5%以上

減少している方が対象。（市町村長の認定が必要）

【融資限度額】8,000万円　　【償還期間】10年（据置2年）以内

【利率】1.30%　　【保証料】0.50%

連絡先　経済商工観光部商工金融課

℡:022-211-2744

災害復旧対策資金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/

　県制度融資による資金繰り支援。

　最近１か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して10%以上減少していること。（市

町村長等の認定が必要）

【融資限度額】一災害5,000万円　　【償還期間】10年（据置2年）以内

【利率】年1.60%以内　　【保証料】0.45～1.00%

連絡先　経済商工観光部商工金融課

℡:022-211-2744

宮城県新型コロナウイルス「支援ナビ」
https://miyagi-

pref.covid19.supportnavi.jp/

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報をいつでもどこでも簡単に探せます。 連絡先　経済商工観光部中小企業支

援室

℡:022-211-2745

飲食店感染予防環境整備支援事業 https://www.miyagi-inshoku-hojo.jp/

「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」に基づく認証を取得するためアクリル板や換気設備の導入

等を行う中小企業者等を支援します。

補助率：10/10

上限額：10万円/店舗　下限額：5万円/店舗

連絡先　経済商工観光部商工金融課

℡:022-211-2746

宮城県中小企業等事業再構築支援補助金（上乗せ補助） https://miyagi-chusho-saikochiku.jp/

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした新しい行動・生活様式の浸透など、ポストコ

ロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開、事業転換などの事業

再構築を支援します。

連絡先　宮城県中小企業等事業再構

築支援補助金事務局

℡:022-797-3511

セーフティネット保証関連融資にかかる信用保証料補給
https://www.city.sendai.jp/kikakushi

en/korona-hosyoryohokyu.html

感染症の影響を受けた中小企業者が、本市の対象制度融資により資金調達を行った際の信

用保証料を補給します。

連絡先　経済局産業政策部企業支援

課

℡:022-214-7338

セーフティネット保証等関連融資

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の方へ、一般保証とは別枠の保

証が適用される金融支援を行います。

連絡先　経済局産業政策部地域産業

支援課

℡:022-214-1003

新型コロナ対策資本性劣後ローン連動型給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、日本政策金融公庫または商工組合中央金庫による

新型コロナ対策の資本性劣後ローンと民間金融機関からの協調融資により、財務体質の強化

と資金繰り改善に取り組む事業者に対し、給付金を支給します。

連絡先　経済局産業政策部地域産業

支援課

℡:022-214-1003

地域産業応援金
https://www.city.sendai.jp/kikakushi

en/ouenkin.html

連絡先　経済局産業政策部中小企業

支援課

℡:022-214-7329

中小企業チャレンジ補助金

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

en/challengehojokin/jigyougaiyou.ht

ml

新型コロナウイルス感染症による社会の変化に対応するため、新たな商品やサービスの開発、新

分野展開などに取り組む市内の事業者を支援し、地域経済を牽引する事業の創出を図りま

す。

連絡先　経済局産業政策部中小企業

支援課

℡:022-214-7338

若者就労・定着支援事業
https://www.city.sendai.jp/koyotaisa

ku/wakamonosyurou.html
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ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための中小企業等の思い切った事

業再構築を支援します。

国の生産性革命推進事業や事業再構築補助金等の活用、経営力向上計画・経営革新計

画・事業継続力強化計画を作成する市内事業者に地域産業応援金を支給します。

補助金・助成金等

補助金・助成金等

融資・債務保証

融資・債務保証

融資・債務保証

情報提供

補助金・助成金等

融資・債務保証

補助金・助成金等

補助金・助成金等

マッチング・商談会

補助金・助成金等

補助金・助成金等
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コロナ禍により就職が困難な状況におかれた新卒者や内定取り消し者、就職先が決まらずに非

正規雇用で働いている者や職を失った若者等の正規雇用につなげることを目的として、合同企

業説明会等のマッチングイベントを開催し、地元企業の人材確保、地域経済の活性化を図りま

す

連絡先　経済局産業政策部商業・雇

用支援課

℡:022-214-1007

就職氷河期世代就職支援事業 https://www.sendai-shine.jp/

就職氷河期世代の主に非正規雇用の方などを対象に、スキルアップ研修、マッチングイベント等

を開催し、国や県等と連携して正規雇用につなげることで地元企業の人材確保、地域経済の

活性化を図ります。

連絡先　経済局産業政策部商業・雇

用支援課

℡:022-214-1007

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（仙台　感染症拡大防止・地

域経済循環プロジェクト）

https://www.city.sendai.jp/kikakushien/coron

a2020/kezaishien/jigyosya/kansenyoboutaisak

u.html

プロフェッショナル人材活用による中小企業の課題解決支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により企業を取り巻く事業環境が厳しさを増す中、自社の経

営資源だけでは経営課題の解決が難しい市内の中小企業と外部の優れたビジネススキルを持

つプロフェッショナル人材をマッチングし、その優れたノウハウを提供することで、中小企業の課題解

決を図ります。

連絡先　経済局産業政策部中小企業

支援課

℡：022-214-7338

コロナ対応型成長企業支援

コロナ禍による消費行動・消費者ニーズの激変に対応するため新規事業や業態転換など既存の

ビジネス手法の変更・改善に果敢に挑戦する意欲のある事業者を複数の専門家によるアドバイ

スをはじめ仙台市内の中小企業の活性化を目的に「100年続くブランド」を構築するため複数の

専門家によるチーム支援「新商品/新サービス開発支援」や、中小企業でのデジタル導入や自

社サイト分析の仕方などデジタルマーケティングに特化したセミナーを行います。

連絡先　経営支援部経営支援課

℡:022-724-1122

仙台市中小企業応援窓口 https://www.siip.city.sendai.jp/ouen/

動画

https://youtu.be/9c9e2YjxeTA

連絡先　経営支援部経営支援課

℡:022-724-1122

オンライン起業相談 https://www.siip.city.sendai.jp/assista/

ビデオ会議システムZoomによるオンライン方式での起業相談を行います。仙台市起業支援セン

ターアシ☆スタの起業相談申込フォームからお申込み下さい。ご入力いただいたメールアドレスに、

相談日時やZoomミーティングURL等を記載したご案内をお送りします。ご案内メールに沿って、

オンライン相談のご準備をお願いいたします。

※開催当日、利用環境等をご準備いただけない場合は、オンライン相談を中止することがござい

ます。

連絡先　起業支援センター

起業支援課

℡:022-724-1124

事業継続力強化支援事業（経営の強靭化を支援）
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/ky

oujinnka/index.html

動画

https://youtu.be/5Xdu1-JqiIc

連絡先　企業支援部企業支援課

℡:022-716-1751

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業 https://tokubetsu-riho.jp/

公的金融機関（日本政策金融公庫、商工中金等）による新型コロナウイルス感染症特別貸

付等や都道府県制度融資(民間金融機関)への利子補給により、実質的に無利子化をいたし

ます。

連絡先　新型コロナウイルス感染症特別

利子補給制度事務局

℡:0570-060515

生産性革命推進事業に係る支援（ものづくり補助金・持続化補助金・IT導

入補助金）
https://seisansei.smrj.go.jp/#fh5co-blog-section

生産性向上や制度変更への取組に対し、設備投資、販路開拓、IT導入等を一体的に支援し

するための３つの補助金をご用意しています。通年での公募となるため、十分な準備をした上

で、都合の良いタイミングで、申請・事業実施が可能です。

また、新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、３つの補助金に「低感染リスク型ビ

ジネス枠」を新たに設け、現下及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向け

た中小企業等の取組を支援します。

連絡先　生産性革命推進事業に係るお

問合せコールセンター

℡:03-6837-5929

ここからアプリ（情報提供サイト） https://ittools.smrj.go.jp/

動画

https://youtu.be/VEe9JJON7AU

連絡先　連携支援部連携支援課

℡:022-399-9058

IT経営簡易診断（IT戦略立案ツール）
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/dia

gnosis/index.html

連絡先　経済局産業政策部経済企画

課

℡:022-214-8275

仙台市 1－16

中小・小規模事業者が抱える生産性向上に関する経営課題を、IT導入により解決に導くため

の情報提供サイト。実際に多くの中小企業者に活用されているビジネスサポートアプリ（170以

上）のほか、IT導入の事例紹介動画、記事等を充実し、IT導入の参考としていただけるサイト

です。

仙台市産業振興事
業団
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中小企業基盤整備
機構東北本部
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1－21

新型コロナウイルス感染症により特に大きな影響を受けている中小企業、小規模事業者等の経

営等に関する課題に対応し、地域経済の安定に資する事を目的に応援窓口を開設し、ワンス

トップで対応します。
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仙台市
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自然災害や感染症の事前対策の取組みを行う中小企業に、「事業継続力強化計画」の策定

を通して経営を「強靱化」する支援を行います。具体的には自然災害、感染症等の事前の対策

の知見をもつ支援人材を企業に無料で派遣して、自然災害や新型コロナウイルスを含む感染症

等へ備えるための計画策定へのアドバイスを行います。

1－22

感染症の拡大防止と地域経済の循環を両立するため、令和2年度から仙台商工会議所及び

みやぎ仙台商工会と連携して実施している「仙台　感染症拡大防止・地域経済循環プロジェク

ト」について、ポスター・ステッカー・ガイドブック・動画を活用した周知広報を行います。

1－13

専門家によるアドバイス

セミナー・研修

補助金・助成金等

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

専門家によるアドバイス

マッチング・商談会等

情報提供

補助金・助成金等

情報提供

専門家によるアドバイス
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動画

https://youtu.be/nV06z0aL5AY

連絡先　企業支援部企業支援課

℡:022-716-1751

デジタル化応援隊事業
https://digitalization-support.jp/

経営相談アドバザー派遣事業（支援機関への専門家派遣）
https://www.smrj.go.jp/covid19/cons

ulting/#hands-on

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・ 小規模事業者の経営相談対応等を実施す

る支援機関等に対し 、中小企業診断士、 税理士 、 企業経営や店舗経営の経験者等の

専門家を無料で派遣 し、経営相談会を連携して開催します。

連絡先　連携支援部連携支援課

℡:022-399-9058

IT・経営の専門家が無料で企業を３回訪問し、経営課題や業務課題を全体最適の視点から

見える化したうえで、IT活用による改善計画案の提案やIT活用に役立つ情報を提供させていた

だく事業です。

ITの導入・定着を目指す中小企業の皆さまに、IT分野のスキルや専門知識のある専門家をご

紹介するとともに、専門家の謝金の一部を当機構が負担することで、リーズナブルにIT導入・定

着までのサポートを受けていただける支援制度てす。

※令和3年度の事業詳細は今後決定予定

中小企業基盤整備
機構東北本部
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動画

https://youtu.be/hI-ox45YrrI
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1－25

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・助成金等
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　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

5 ２．創業・新事業展開

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/
https://www.miyagi-sogyo.jp/
https://www.joho-miyagi.or.jp/startup
http://sendai-startups.org/
https://youtu.be/52D4qh1CPsw
https://youtu.be/52D4qh1CPsw
https://youtu.be/52D4qh1CPsw
http://sendai-startups.org/
https://youtu.be/52D4qh1CPsw
https://youtu.be/52D4qh1CPsw
https://youtu.be/52D4qh1CPsw


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

6 ２．創業・新事業展開

http://sendai-startups.org/
https://youtu.be/52D4qh1CPsw
https://youtu.be/52D4qh1CPsw
https://youtu.be/52D4qh1CPsw
https://www.city.sendai.jp/renkesuishin/jigyosha/kezai/sangaku/minkan/bosai-tech.html
https://www.city.sendai.jp/renkesuishin/jigyosha/kezai/sangaku/minkan/bosai-tech.html
https://www.city.sendai.jp/renkesuishin/jigyosha/kezai/sangaku/minkan/bosai-tech.html
https://www.city.sendai.jp/renkesuishin/jigyosha/kezai/sangaku/minkan/bosai-tech.html
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
http://web.tohoku.ac.jp/iisrc/
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
https://youtu.be/8zWBe6o_fAY
https://www.sendai-healthtech.com/


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

7 ２．創業・新事業展開

https://www.siip.city.sendai.jp/assista/
https://www.siip.city.sendai.jp/assista/
https://sendai.fwbc.jp/
https://sendai.fwbc.jp/
https://www.smrj.go.jp/incubation/t-biz/
https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/index.html
https://www.smrj.go.jp/sme/new_business/index.html
https://fastar.smrj.go.jp/
http://rirc.econ.tohoku.ac.jp/education/rips/


３．「生産性向上」に取り組む方への支援施策

機関名 Ｎｏ．

中小企業生産性革命推進事業（ものづくり補助金）/ものづくり等

高度連携・事業再構築促進事業
https://www.tohoku.meti.go.jp/

https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_09.mp4

連絡先　産業技術革新課

℡:022-221-4897

中小企業生産性革命推進事業（持続化補助金） https://www.tohoku.meti.go.jp/

動画https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_02.mp4

連絡先　経営支援課

℡:022-221-4806

サービス等生産性向上IT導入支援事業 https://www.it-hojo.jp/

動画 https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_03.mp4

連絡先　製造産業・情報政策

課

℡: 022-221-4903

成長型中小企業等研究開発支援事業 https://www.tohoku.meti.go.jp/

生産性向上特別措置法「先端設備等導入計画」／中小企業経営強

化税制
https://www.tohoku.meti.go.jp/

動画

https://www.tohoku.meti.go.

jp/somu/yosan/topics/down

loadfiles/2022/06_01.mp4

連絡先　経営支援課

℡:022-221-4806

よろず支援拠点 https://www.tohoku.meti.go.jp/

地域の他の支援機関と連携しながら、中小企業・小規模事業者が抱える売上拡

大や経営改善等の経営課題に対して、ワンストップで対応するため、各県に「よろず

支援拠点」を設置し支援します。

連絡先　経営支援課

℡:022-221-4806   

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金 https://sii.or.jp/

工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備への更新等を支

援します。

連絡先　エネルギー対策課

℡:022-221-4932

省エネお助け隊 http://www.shoene-portal.jp/

各地の支援団体が、中小企業等の省エネの取組に対して、現状把握から改善まで

きめ細やかなサポートをします。

連絡先　エネルギー対策課

℡:022-221-4932

ものづくり中核企業AI・IoT先進技術導入補助金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

ものづくり中小企業において，AI・IoT等の活用による生産性向上や省力化等の取

組を支援します。

連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

生産現場改善支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/

地元企業のQCD（品質・コスト・納期）力向上，改善定着にむけて，自動車

（部品）メーカー経験者等のアドバイザーによる集合研修や個別訪問を通じた現

場改善支援を行います。

連絡先　経済商工観光部自

動車産業振興室

℡:022-211-2533

中小企業等デジタル化支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/index.html

生産性向上等を目的に新たにデジタル化に取り組む中小企業等へ助成を行うほ

か，アドバイザー派遣やセミナーを開催します。

連絡先　経済商工観光部産

業デジタル推進課

℡:022-211-2478

宮城県 3－10

東北経済産業局

3－3

3－4

3－5

3－6

3－7

3－9

支援施策概要

連絡先　産業技術革新課

℡:022-221-4897

サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を目的として、設備投資等を行う

中小企業等を支援します（通年公募）。

また、複数企業等の連携により、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス

の改善等を目的として、設備投資等を行う中小企業等を支援します。

小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業

規模の拡大（成長・分配強化枠）や創業や後継ぎ候補者の新たな取組（新陳

代謝枠）、インボイス発行事業者への転換（インボイス枠）といった環境変化に関

する取組を支援します。

中小企業等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDXに向けて行うIT

ツール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入を支援します。

サポイン事業及びサビサポ事業を発展させ、中小企業等が産学官連携で行う高度

なものづくり基盤技術及びサービスモデルの研究開発等を支援。特に、民間ファンド

等からの出資を受けるものは重点的に支援。

新たに導入する設備が所在する市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受

け、生産性を高めるための設備を取得した場合は、固定資産税の軽減措置により、

税制面から支援します。また、経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償

却及び税額控除の何れかを適用します。

3－11

3－8

3－1

3－2

補助金・助成金等

補助金・助成金等

補助金・助成金等

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

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

水産加工業ビジネス復興支援事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/suisan

県内水産加工業者の課題に応じた様々な支援メニューの提案、定期的なフォロー

アップを行い、事業者に寄り添った「伴走型支援」を実施します。

連絡先　産業育成支援部事

業支援課

℡:022-225-6697

生産現場改善強化支援事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/seisankaizen

県内中小企業者(水産加工及び自動車関連部品を除く)が取組む生産現場改善

活動について、生産現場改善に精通した専門家の派遣を継続的に行います。

連絡先　産業経営支援部取

引支援課

℡:022-225-6637

御用聞き型企業訪問事業 https://www.siip.city.sendai.jp/o/04/01.html

ものづくり企業等に大学教授等4名の地域連携フェローが直接訪問し、技術的な課

題や、現場の工程改善等に向けた助言等を行います。

連絡先　総務部総務企画課

℡:022-724-1212

IT導入・利活用に関する無料相談 https://www.siip.city.sendai.jp/o/01/09.html

動画

https://youtu.be/2T8-

lJIEgRs

連絡先　経営支援部 IT活用

推進課

℡:022-724-1125

ここからアプリ（情報提供サイト） https://ittools.smrj.go.jp/

動画

https://youtu.be/VEe9JJON7

AU

連絡先　連携支援部連携支

援課

℡:022-399-9058

IT戦略ナビ（IT戦略立案ツール）
https://it-map.smrj.go.jp/

Web上で簡単に自社の経営課題、業務課題を見える化し、IT戦略を立案できる

サイトです。いくつかの選択式の質問に回答していただくことで、どのようにITを活用し

たらビジネスが成功するかを示した「IT戦略マップ」を簡単に作成していただけます。

連絡先　中小機構本部経営

支援部ハンズオン支援統括室

℡:03-5470-1676

IT経営簡易診断（IT戦略立案ツール）
https://www.smrj.go.jp/sme/enhan

cement/diagnosis/index.html

動画

https://youtu.be/nV06z0aL5

AY

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

戦略的CIO育成支援事業
https://www.smrj.go.jp/sme/enhan

cement/hands-on/01.html

ITを活用した課題解決やIT導入の検討、実際のIT導入・運用などに対して専門

家を派遣しアドバイスを行うと共に、企業内のCIO（Chief Information

Officer）候補者の育成を支援します。また、多様化・高度化する情報セキュリティ

の対応にも配慮した内容です。

【募集時期】常時募集中【支援期間】6か月～1年以内で平均月2～3回

【費用】専門家一人一日あたり17,500円

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

計画経営導入支援事業（計画経営のススメ）

https://www.smrj.go.jp/regional_hq

/tohoku/publication/keikakukeiei.ht

ml

動画

https://www.youtube.com/w

atch?v=Fiz7IkoIyRI

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

生産性革命推進事業（ものづくり・持続化・IT導入補助金）
https://seisansei.smrj.go.jp/#fh5co-blog-section

生産性向上や制度変更への取組に対し、設備投資、販路開拓、IT導入等を一

体的に支援しするための３つの補助金（ものづくり補助金、小規模事業者持続化

補助金、IT導入補助金）をご用意しています。通年での公募となるため、十分な

準備をした上で、都合の良いタイミングで、申請・事業実施が可能です。

生産性革命推進事業に係る

お問合せコールセンター

℡:03-6837-5929

3－21

3－18

3－16

3－20

3－19

3－17

みやぎ産業振興機
構

3－12

3－13

仙台市産業振興事
業団

3－14

3－15

中小企業基盤整備
機構東北本部

計画を立て進捗管理し成果を出す経営（儲かる仕組みづくり）を推進するため、

豊富な経験と実績を持つ専門家を長期継続的に派遣します。

【募集時期】常時募集中【支援期間】6か月～1年以内で平均月2～3回

【費用】専門家一人一日あたり17,500円

中小・小規模事業者が抱える生産性向上に関する経営課題を、IT導入により解

決に導くための情報提供サイト。実際に多くの中小企業者に活用されているビジネス

サポートアプリ（170以上）のほか、IT導入の事例紹介動画、記事等を充実し、

IT導入の参考としていただけるサイトです。

IT・経営の専門家が無料で企業を３回訪問し、経営課題や業務課題を全体最適

の視点から見える化したうえで、IT活用による改善計画案の提案やIT活用に役立

つ情報を提供させていただく事業です。

テレワーク導入や業務のデジタル化・オンライン化について、専門家が無料でご相談

に応じます。

情報提供

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

情報提供

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス
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４．「人手不足対策（人材確保・定着）」に取り組む方への支援施策

機関名 Ｎｏ．

宮城県事業復興型雇用創出助成金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/

県内沿岸部で被災三県求職者を雇用する中小企業事業主対象の助成金

・助成対象事業主：県内沿岸部に所在する事業所において、復興に向けた産業

政策に基づく支援事業を実施した中小企業事業主

・助成対象労働者：被災三県求職者

・助成額：労働者１人あたり３年間最大120万円（１事業所につき上限２千

万円）

　※一定の要件がありますので，詳しくはHP等を確認願います。

連絡先　経済商工観光部雇

用対策課

℡:022-797-4661

副業・兼業人材活用助成金事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/

県外に居住する副業・兼業人材を有料人材紹介会社を介し新たに雇用・業務委

託等を実施した県内中小企業に対し、その手数料及び交通費・宿泊費の一部を

補助します。

連絡先　経済商工観光部雇

用対策課

℡:022-211-2772

プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/

　地域の企業にプロフェッショナル人材戦略マネージャーを派遣して，経営者に新事

業や新販路開拓など「攻めの経営」への転換を促すなど，企業の経営課題を解決

するプロフェッショナル人材のマッチング事業。

連絡先　経済商工観光部雇

用対策課

℡:022-211-2772

みやぎＩＪＵターン就職支援オフィス https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/

移住定住情報サイト「みやぎ移住ガイド」に企業情報を掲載し、UIJターン就職を希

望する学生とのマッチング等の支援を行います。

連絡先　経済商工観光部雇

用対策課

℡:022-211-2772

障害者雇用プラスワン事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/

就職を希望する障害者が，1人でも多く就職し，さらに就職した企業に定着できる

よう，企業向けに支援を行います。

・企業訪問による普及啓発　　　　・企業向けセミナー

・障害者優良雇用企業見学会　　・出前セミナー

・学校見学会　　　　　　　　　　　　・企業説明会等の開催

連絡先　経済商工観光部雇

用対策課

℡:022-211-2772

若者等人材確保・定着支援事業

Z世代推し事（お仕事）はかどるプロジェクト
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/

採用から定着まで中小企業における人材確保策を総合的に実施します。

・相談窓口の設置　　　　　　　　・セミナー開催

・企業訪問による個別支援相談対応　　　・専門家派遣によるコンサルティング

連絡先　経済商工観光部雇

用対策課

℡:022-211-2772

宮城UIJターン助成金事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/

県外に居住するプロフェッショナル人材を有料人材紹介会社を介し新たに雇用，ま

たはお試し就業を実施した県内中小企業に対し，その紹介手数料の一部を助成

します。

連絡先　経済商工観光部雇

用対策課

℡:022-211-2772

みやぎ雇用創出対策事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/

事業主都合による解雇や雇い止めとなった非自発的失業者を正社員として雇い入

れた事業主に対して奨励金を支給し、失業者の早期再就職・正社員化を支援しま

す。

連絡先　経済商工観光部雇

用対策課

℡:022-211-2771

「地学地就」産業人材育成事業

経済商工観光部等と連携・協働し、高校生と企業とのマッチングを図り、職場定着

の推進を図ります。また、県内企業からの採用相談等に対して、人手不足の解消を

支援します。

連絡先　教育庁高校教育課

℡:022-211-3625

経済商工観光部産業人材対

策課

℡:022-211-2764

外国人材マッチング支援事業 https://workinmiyagi.pref.miyagi.jp/

県内企業における人手不足の解消やグローバル化等に向けて外国人材の受入を促

進するため，外国人留学生等と企業のマッチング支援を行います。

・企業相談窓口の運営　　　　　・企業向けセミナーの実施

・企業訪問ツアーの実施　　　　 ・合同企業説明会の実施　等

連絡先　経済商工観光部国

際政策課

℡:022-211-2972

外国人材高度化転換支援事業

引き続き宮城県に在留を希望する技能実習生と技能実習生を受け入れる県内企

業を対象に、在留資格「特定技能」への転換を支援するため、対象の実態調査とア

ドバイザーの派遣やセミナーを実施します。

連絡先　経済商工観光部国

際政策課

℡:022-211-2972

支援施策概要

4－1

宮城県

4－2

4－3

4－4

4－5

4－6

4－7

4－9

4－11

4－10

4－8

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・助成金等

マッチング・商談会

マッチング・商談会

セミナー・研修

セミナー・研修

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

マッチング

マッチング・商談会

マッチング・商談会

セミナー・研修
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機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

仙台市奨学金返還支援事業 https://sendaidehatarakitai.jp/scholarship

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

学生と企業の交流事業

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

UIJターン促進事業

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

aku/jigyosha/kezai/jigyosho/ijuushi

en/houjinboshuu.html

地元企業の就職情報等を首都圏学生・若者に発信し、UIJターン就職を促進する

ため、首都圏で地元企業が参加する就活イベントや地方創生ワークショップを開催

するとともに、転職・移住・定住のイベントへの参加を行います。

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

仙台で働きたい！プロジェクト http://sendaidehatarakitai.jp/

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

合同企業説明会

宮城県及び宮城労働局と合同で、新規大学等卒業予定者及び新規高等学校

等卒業予定者を対象とした就職面接会等を開催するほか、山形市や東北各市と

連携した就職イベントを開催し、将来における地域産業の担い手となる人材の確保

及び本市・東北への人材の定着を促進します。

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

若者就労・定着支援事業　※再掲

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

就職氷河期世代就職支援事業　※再掲 https://www.sendai-shine.jp/

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

地域IT人材確保支援事業

IT人材の確保及び学生の地元定着を図るため、東北地方の学生を対象とした仙

台市内IT企業による業界説明会を開催します。

【募集時期】12月（予定）　【実施時期】2月（予定）【参加費】無料

連絡先　産業政策部産業振

興課

℡:022-214-8263

採用コンサルテイング事業 https://www.siip.city.sendai.jp/o/05/22.html

採用専門のコンサルタントが貴社の採用活動をサポートします。利用は最大5回ま

で。無料です。コンサルタントが貴社を訪問いたします。

連絡先

総務部人材確保支援課

℡:022-724-1116

専門家派遣事業（人材定着に向けた環境整備のために） https://www.smrj.go.jp/sme/enhan

cement/hands-on/index.html

経営課題の解決に取り組む中小・小規模事業者を対象に、豊富な経験と実績を

持つ専門家を派遣し継続的なアドバイスを実施します。

【募集時期】常時募集中【支援期間】6か月～1年以内で平均月2～3回

【費用】専門家一人一日あたり17,500円

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

学生が地元で働く人の魅力に触れ、将来の職業・働く場としての選択肢の一つとな

り得る契機をつくり出すため、高校生や大学生が、地元企業経営者や若手社員か

ら直接話を聞き、意見交換や交流する場を設けます。企業側の意識改革・若手育

成や学生のキャリア教育にも繋げていきます。

コロナ禍により就職が困難な状況におかれた新卒者や内定取り消し者、就職先が

決まらずに非正規雇用で働いている者や職を失った若者等を正規雇用につなげるこ

とを目的として、合同企業説明会等のマッチングイベントを開催し、地元企業の人材

確保、地域経済の活性化を図ります。

就職氷河期世代の主に非正規雇用の方などを対象に、スキルアップ研修、マッチン

グイベント等を開催し、国や県等と連携して正規雇用につなげることで地元企業の

人材確保、地域経済の活性化を図ります。

4-12

4-13

4-14

4-15

4-16

4-17

4-18

ウェブサイトとイベントを併用し、地元企業・地元就職に関する情報を総合的に発信

することで、若者や保護者等の地元企業に対する認知度向上・理解促進を図り、

若者の地元定着を促進します。

仙台市産業振興事
業団

中小企業基盤整備
機構東北本部

本市の産業を担う人材の確保と若者の地元定着を図るため、市内の中小企業に

就職した若者の奨学金返還を3年間補助します。

仙台市

4-19

4-20

4-21

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・助成金等

マッチング・商談会

マッチング・商談会

マッチング・商談会

マッチング・商談会

マッチング・商談会

マッチング・商談会

情報提供

セミナー・研修

マッチング・商談会

11 ４．人手不足対策

https://sendaidehatarakitai.jp/scholarship
https://www.city.sendai.jp/koyotaisaku/jigyosha/kezai/jigyosho/ijuushien/houjinboshuu.html
https://www.city.sendai.jp/koyotaisaku/jigyosha/kezai/jigyosho/ijuushien/houjinboshuu.html
https://www.city.sendai.jp/koyotaisaku/jigyosha/kezai/jigyosho/ijuushien/houjinboshuu.html
http://sendaidehatarakitai.jp/
https://www.siip.city.sendai.jp/o/05/22.html
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/index.html


５．「販路開拓・海外展開」に取り組む方への支援施策

機関名 Ｎｏ．

海外展開のための支援事業者活用促進事業（JAPANブランド育成

支援等事業）
https://www.tohoku.meti.go.jp/

動画https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_06.mp4

連絡先　地域ブランド連携推

進室

℡:022-221-4923

デジタルツール等を活用した海外需要拡大事業 https://www.tohoku.meti.go.jp/

動画

https://www.tohoku.meti.go.j

p/somu/yosan/topics/downl

oadfiles/2022/01_05.mp4

連絡先　地域ブランド連携推

進室

℡:022-221-4923

知財総合支援窓口 https://www.tohoku.meti.go.jp/

展示会出展支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

首都圏等で開催される展示会への出展費用の一部を支援します。 連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

医療分野参入促進事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

医療分野の参入を目的とした試作開発等に要する費用の一部を支援します。 連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

高度電子機械産業　国際認証取得奨励金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

高度電子機械産業の重点市場分野である「航空機」及び「医療・健康機器」分野

において、国際認証を取得した県内中小企業に対し、奨励金を交付します。

連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

金属粉末積層３Dプリンター利用補助金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

付加価値の高い工業製品を創出できる「金属粉末積層３Dプリンター」の県内企業

による活用を図るため、試作開発等のための金属３Dプリンターの利用に要する経費

の一部を支援します。

連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2715

新技術・新工法研究開発促進事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/

企業の新技術・新工法研究開発を促進するため，競争的資金申請や展示商談会

出展の前段階を，産業技術総合センターとの「プレ共同研究」により支援します。

連絡先　経済商工観光部自

動車産業振興室

℡:022-211-2533

製品開発力強化支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/

自動車構成部品の性能の分析や仮想ニーズ検討等を通じ、地元企業の製品開

発・提案力の向上のための支援を行います。

連絡先　経済商工観光部自

動車産業振興室

℡:022-211-2533

小規模事業者伴走型支援体制強化事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/

商工会・商工会議所を通して，小規模事業者に対し支援を行います。

　・商談会への参加に係る出展費用補助

　・販路開拓に必要な助言・指導を行う専門家派遣

連絡先　経済商工観光部中

小企業支援室

℡:022-211-2742

新商品特定随契制度認定事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/

優れた新商品を生産又は新役務を提供し，新たな事業分野の開拓を図ろうとする

中小企業等を支援するため，その商品を県が随意契約で購入できるよう認定する制

度です。

連絡先　経済商工観光部中

小企業支援室

℡:022-211-2745

海外市場向けオンライン販路開拓支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/hojojigyou-index.html

宮城県食品輸出促進協議会と連携し、県産品販路開拓コーディネーターによる貿

易実務等の個別相談やマーケティング経費の補助等、スタートアップを重点的に支援

します。

・地域産品輸出促進助成事業補助金

・課題解決型輸出拡大バリューチェーンモデル構築補助金

連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2346

ASEANビジネスアドバイザリーデスクによる支援

5－8

5－11

5－9

5－10

5－12

5－13

宮城県

5－4

5-7

支援施策概要

東北経済産業局

5-5

5-6

中小企業者が、優れた素材や技術等を活かした自社の製品やサービスについて、新

たに展開を目指そうとする国等に関する市場調査、専門家招聘、新商品・サービス・

デザイン開発、展示会出展等を実施することにより、海外のマーケットで通用する商品

力・ブランド力を確立し、新たな海外販路の開拓を支援します。

優れたコンセプトや魅力的な地域資源を保有している中小企業者等の製品につい

て、越境ＥＣを積極的に取り入れたブランディング、プロモーション等を実施することに

より、海外のマーケットで通用する商品力・ブランド力を確立させ、新たな海外販路の

開拓を支援。

5－1

5－2

連絡先　知的財産室

℡:022-221-4819
5－3 各県に設置されたワンストップ窓口が、アイデア段階から事業展開までの幅広い知的

財産の多様な課題解決を支援します。

補助金・助成金等

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

セミナー・研修

情報提供

紹介・斡旋

セミナー・研修

紹介・斡旋

補助金・助成金

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

補助金・助成金等

補助金・助成金等

補助金・助成金等

12 ５．販路開拓・海外展開

https://www.tohoku.meti.go.jp/
https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_06.mp4
https://www.tohoku.meti.go.jp/
https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_05.mp4
https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_05.mp4
https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_05.mp4
https://www.tohoku.meti.go.jp/somu/yosan/topics/downloadfiles/2022/01_05.mp4
https://www.tohoku.meti.go.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/hojojigyou-index.html


機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

ASEAN地域における販路開拓・企業進出等を支援します。

・対象国：ベトナム，マレーシア，インドネシア，シンガポール

・原則無料

連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2962

海外事務所による支援（韓国ソウル・中国大連） https://japan-miyagi.jp/

県内企業の韓国・中国における活動を支援します。 連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2962

みやぎグローバルビジネスアドバイザー（GBA）相談事業
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/index02.html

「みやぎグローバルビジネスアドバイザー」として登録している，海外ビジネス展開に必

要な専門知識を有するエキスパートが、県内企業のグローバル展開をサポートします。

連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2962

宮城県海外販路開拓支援事業補助金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r3hanrohojyo.html

県内製造業・情報通信業者等に対し、商談会への出展や企業資料の翻訳等に係

る経費の助成を行います。

連絡先　経済商工観光部国

際ビジネス推進室

℡:022-211-2962

5－13

5－14

5－15

5－16

宮城県

情報提供

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

13 ５．販路開拓・海外展開

https://japan-miyagi.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/index02.html
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kokusaibiz/r3hanrohojyo.html


機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

中小企業販路開拓総合支援事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/hanrosougo

中小企業者の製品等について、試作開発や製品改良等による製品化段階から上

市に至るまでを一貫支援し、総合的に販路開拓を促進するため、外部専門家等を

活用し、国内外におけるマーケティング調査（市場投入支援）や営業力向上に向け

た助言（営業力向上支援）、更にはそのコネクションをいかした取引機会の提供

（引合せ支援）等を行います。

連絡先　産業育成支援部事

業支援課

℡:022-225-6697

取引拡大チャレンジ支援事業

県内製造業者の取引拡大を図るため、県内外の発注企業と県内受注企業が一堂

に会する取引商談会等を開催するほか、機構が取引あっせんした県外企業に対する

営業活動の費用の一部を補助します。

連絡先　産業経営支援部取

引支援課

℡:022-225-6637

販路開拓エコシステム推進事業

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

kakushien/hanrokaitaku/miy

akonomorisendai.html

販路開拓に強みを持つ複数の関係機関が連携して、地域ブランド「都の杜・仙台」参

画事業者の販路開拓を支援します。

連絡先　経済局産業政策部

中小企業支援課

℡:022－214-1003

仙台市輸出入チャレンジ支援助成金 https://www.city.sendai.jp/jigyosui

shin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien

/challenge.html

仙台市内に本社を置く中小企業者が海外との取引に挑戦するに際し、１．国際見

本市等への出展・初回輸出・ECに係る経費、２．海外からの初回サンプル輸入経

費、３．アプリケーションのローカライズに係る経費を助成します。

連絡先　経済局産業政策部

産業振興課

℡:022－214-1005

仙台-タイ経済交流サポートデスク事業 https://www.city.sendai.jp/jigyosui

shin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien

/kaigai/support.html

市内企業等のタイへの販路開拓を図るため、タイ・バンコク都に「仙台-タイ経済交流

サポートデスク」を設置し、タイへの製品・技術等の販路開拓を希望する市内企業等

の個別の相談に乗りながら、それぞれのニーズに合わせた支援を行います。

連絡先　経済局産業政策部

産業振興課

℡:022－214-1005

新しい生活様式に対応した販路開拓支援事業

東北の新しいみやげを表彰する「新東北みやげコンテスト」の開催、販路開拓コーディ

ネーターによるバイヤーとのマッチング等の支援、オンライン展示商談会の開催などを行

います。

連絡先　経営支援部経営支

援課

℡:022-724-1122

東北地域ものづくり企業連携事業

独自技術等を有し、広域での事業展開に意欲的な東北の企業を対象に、東北域

内或いは首都圏など他地域との広域連携を支援します。

連絡先　総務部総務企画課

℡:022-724-1212

グローバルUIJ促進事業

動画

https://youtu.be/5pjpCNEyp

6M

連絡先　経営支援部人材確

保支援課

℡:022-724-1116

J-GoodTech（ジェグテック）
https://jgoodtech.jp/pub/ja/

Webマッチングにより新規取引先の獲得をお手伝いします。大企業（約560社）、

海外企業（約7,600社）、中小企業（約19,000社）が登録されており、企業情

報の発信・検索、直接の商談や情報交換ができます。また、中小機構のコーディネー

ターが企業間マッチングのサポートを行うとともに、中小機構主催又は関係機関と共催

する展示会・商談会などと連携して商談の機会をご提供します。

連絡先　企業支援部支援推

進課

℡:022-399-9031

販路開拓コーディネート事業
https://www.smrj.go.jp/sme/enhan

cement/hands-on/01.html

新市場に進出する希望を持つ中小企業に対し、マーケティング企画の立案支援とプ

レゼン資料の作成支援を行います。また、想定市場におけるテストマーケティング支援

を行います。その他、販売力強化を含めたフォローアップを行います。

【募集時期】常時募集中　【利用料】4,200円から

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

海外展開ハンズオン支援事業（無料）
https://www.smrj.go.jp/sme/overse

as/consulting/advice/index.html

海外輸出や現地法人設立等に関する実務や規制対応、計画策定といった課題や

お悩みに対して、海外ビジネスの実務経験豊富な専門家が「無料」で「何度でも」アド

バイスします。

※アドバイザーによる海外現地同行支援（有料）

継続的に海外展開ハンズオン支援をお受けいただいている中小企業者に限って、海

外現地での事前調査等を実施する際に、日ごろご相談いただいている専門家が海外

現地に同行して調査のお手伝いをします。

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

日本での就業を希望する方や海外の現地法人への就業を希望する方を対象にした

合同企業説明会を海外で開催します。

5-20仙台市

5-21

5-22

5-23

5-26中小企業基盤整備
機構東北本部

仙台市産業振興事
業団

5-24

5-25

5-27

みやぎ産業振興機
構

5－17

5－18

5-19

マッチング・商談会

情報提供

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

紹介・斡旋

紹介・斡旋

補助金・助成金等

マッチング・商談会

マッチング・商談会

マッチング・商談会

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

情報提供情報提供

14 ５．販路開拓・海外展開

https://www.joho-miyagi.or.jp/hanrosougo
https://miyakonomori.theshop.jp/
https://miyakonomori.theshop.jp/
https://miyakonomori.theshop.jp/
https://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/challenge.html
https://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/challenge.html
https://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/challenge.html
https://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kaigai/support.html
https://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kaigai/support.html
https://www.city.sendai.jp/jigyosuishin/jigyosha/kezai/jigyosho/shien/kaigai/support.html
https://youtu.be/5pjpCNEyp6M
https://youtu.be/5pjpCNEyp6M
https://youtu.be/5pjpCNEyp6M
https://jgoodtech.jp/pub/ja/
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/01.html
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/hands-on/01.html
https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/advice/index.html
https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/consulting/advice/index.html


６．「人材育成」に取り組む方への支援施策

機関名 Ｎｏ．

自動車関連人材育成補助事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jidousha/

県内中小企業の設計開発等，技術力の向上のため，従業員を研修に派遣する

場合や講師を招いて研修を行う場合，オンライン研修を行う場合に，その経費の一

部を補助します。

・対象経費：人件費（３日以上の研修受講に限る），指導料，交通費，宿泊

費

・補助率：1/2以内　　・補助上限額：500千円／社・年度

連絡先　経済商工観光部自

動車産業振興室

℡:022-211-2533

課題解決型インターンシップ推進事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/

1か月程度の長期間の課題解決型インターンシップを通じ，県内ものづくり企業の即

戦力となる人材の育成を支援するため，大学生等の受入企業に対して，指導費

等の経費を補助します。

・補助上限額：160千円（学生1名あたり）

連絡先　経済商工観光部産

業人材対策課

℡:022-211-2764

みやぎｄｅインターンシップ事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/

大学生等を対象として，インターンシップを実施することにより，県内就職を促進

し，ものづくり産業を担う人材確保を支援しています。インターンシップ事業の受入企

業を随時募集しています。

連絡先　経済商工観光部産

業人材対策課

℡:022-211-2764

働いている方のスキルアップ講座（在職者訓練） https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/

主に中小企業で働いている方等を対象に，スキルアップや資格取得を目的とした講

習会を各県立高等技術専門校で実施します。受講料は無料（テキスト代等は実

費負担）です。

連絡先　経済商工観光部産

業人材対策課

℡:022-211-2762

みやぎ学生×企業コミュ活事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/

主に大学１～３年生を対象に，県内企業の若手経営者等が対談形式で企業PR

や宮城県で働く魅力を伝えるセミナーのほか，企業と学生が相互理解を深める交流

イベントを実施します。

連絡先　経済商工観光部産

業人材対策課

℡:022-211-2764

安定就労に向けた人材育成事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/

非正規社員等を安定的な就労につなげるため，カウンセラーを配置し，キャリア形成

支援セミナー，企業実習，職業訓練を一体的に実施します。

連絡先　経済商工観光部産

業人材対策課

℡:022-211-2764

地域高度IT人材育成支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/

県内IT企業に対して，新卒者等未経験者向けの人材育成及びデジタルビジネスを

創出できる高度技術者向けの人材育成を実施。

連絡先　経済商工観光部産

業デジタル推進課

℡:022-211-2479

時代と地域が求める産業人材育成事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/index.html

県内中小企業のデジタル化やＤＸによる経営革新を進めるため，ＤＸを推進する

社内人材の育成やＤＸ推進プラン策定の支援を実施します。

連絡先　経済商工観光部産

業デジタル推進課

℡:022-211-2478

次世代リーダー塾 https://www.joho-miyagi.or.jp/monozukuri-senior

県内中小企業の後継者候補、管理者等の次世代リーダー候補を創出するための学

びの場です。

連絡先　産業育成支援部地

域連携推進課

℡:022-225-6638

みやぎ創業支援ネットワーク構築事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/sougyou

地域における創業支援機能の面的強化を図るため、各支援機関で中核となる支援

人材のスキルアップを図る研修を開催するほか、創業者と支援機関のネットワーク化

を図るための地域交流会を開催します。

連絡先　産業育成支援部地

域連携推進課

℡:022-225-6638

支援施策概要

6－2

6－3

6－4

6－5

6－1

6－6

6－7

宮城県

みやぎ産業振興機
構

6－8

6－9

セミナー・研修

セミナー・研修

補助金・助成金等

マッチング・商談会

マッチング・商談会

セミナー・研修

補助金・助成金等

セミナー・研修

セミナー・研修

専門家によるアドバイス

15 ６．人材育成

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sanzin/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/index.html
https://www.joho-miyagi.or.jp/monozukuri-senior
https://www.joho-miyagi.or.jp/sougyou


機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

学生と企業の交流事業　※再掲

大学・企業との連携による地方創生推進

高校生向けフィールドスタディ（職業体験）

中小企業大学校　仙台校 https://www.smrj.go.jp/institute/sendai/index.html

・将来の幹部人材を育成するため、6か月の研修で自社の経営プラン／改善プランづ

くりに取り組みます。

・経営管理・分野別管理の能力を高めるため、2～4日間の研修で、理論学習、事

例研究、自社課題等に取り組みます。

主な研修分野：経営戦略／経営管理、総務・法務／人事・組織、管理会計・財

務、新商品・新サービス／マーケティング・営業、IT活用・生産性向上

連絡先　中小企業大学校仙

台校　研修課

℡:022-392-8811

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

6-11

6-13

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

連絡先　経済局産業政策部

商業・雇用支援課

℡:022-214-1007

東北大学
地域イノベーション
研究センター

6-14

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。

中小企業基盤整備
機構東北本部

仙台市

6-10

6-12

学生が地元で働く人の魅力に触れ、将来の職業・働く場としての選択肢の一つとなり

得る契機をつくり出すため、高校生や大学生が、地元企業経営者や若手社員から

直接話を聞き、意見交換や交流する場を設けます。企業側の意識改革・若手育成

や学生のキャリア教育にも繋げていきます。

地元大学及び企業との連携を強化し、大学における学修と、地元企業でのインター

ンシップ等を経て、地元企業への就職や将来的なUIJターンを促進し、地域の労働

力不足解消、地域経済活性化に繋げていきます。

高校生が地元企業の仕事を体験できるイベントを開催し、地域産業・企業を知るこ

とで、将来の地元企業への就職やUターンに繋げていきます。

セミナー・研修

マッチング・商談会

マッチング・商談会

マッチング・商談会

セミナー・研修

セミナー・研修

セミナー・研修

セミナー・研修

16 ６．人材育成

https://www.smrj.go.jp/institute/sendai/index.html
http://rirc.econ.tohoku.ac.jp/education/rips/


７．「事業承継」に取り組む方への支援施策

機関名 Ｎｏ．

事業承継・引継ぎ補助金 https://jsh.go.jp/r3h/

事業引継ぎ支援センター事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/rsc-m/hikitsugi

事業活動の継続に関して課題や悩みを抱えている中小企業者の各種相談に対応

するとともに中小企業者の経営資源を株式や事業譲渡等により他の意欲ある中小

企業者に引き継ぐことが有効活用につながることを踏まえ、関係機関や専門家等と

連携し、きめ細かく支援を行います。

連絡先　事業引継ぎ支援セン

ター

℡:022-722-3884

中小企業の事業承継促進

事業承継を検討している経営者等を対象に、事業承継の重要性や事業承継によ

る経営革新効果等を周知するセミナーを開催するとともに、これまで経営経験等の

ない後継者を対象に、事業承継に関する知識取得と経営者の心構えを学ぶ研修

を実施します。

連絡先　経済局産業政策部

中小企業支援課

℡:022-214-1003

事業承継円滑化支援事業　個別助言業務

中小企業・小規模事業者の円滑な事業承継を推進するため、地域支援機関から

の要請により経営者、後継者等に対しアドバイザーを派遣し、事業承継に係る計

画的な取り組みの後押しのための必要なアドバイスなどを行います。

【募集時期】常時募集中　【利用料】無料

連絡先　連携支援部連携支

援課

℡:022-399-9058

7－4
中小企業基盤整備
機構東北本部

支援施策概要

7－1東北経済産業局

7－2

7－3

みやぎ産業振興機
構

仙台市

事業承継・M&A後の経営革新やM&A時の専門家派遣、事業承継・M&Aに伴う

廃業等について、年間を通じて機動的かつ柔軟に補助します。

連絡先　中小企業課

℡:022-221-4922

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

17 ７．事業承継

https://jsh.go.jp/r3h/
https://www.joho-miyagi.or.jp/rsc-m/hikitsugi


８．「その他（分野共通）」の支援施策

機関名 Ｎｏ．

事業継続力強化計画（ジギョケイ）認定制度 https://www.tohoku.meti.go.jp/

動画

https://www.tohoku.meti.go.j

p/somu/yosan/topics/downl

連絡先

℡:022-221-

産業技術総合センター技術支援事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/shinsan/

県内企業の技術向上及び技術課題解決のために，施設機器開放，試験分析等を

行っています。

【施設機器開放事業】

　センターに設置されている施設・試験研究機器を企業の研究開発，商品開発，技術

交流の場の提供等の目的のために有料開放しています。

【試験分析】

　企業からの依頼を受け，新素材，電子部品材料，一般工業材料，建設用材料，

工業用部品等を対象に，各種の試験・分析・測定等を行い，企業活動を支援してい

ます。

【技術協力事業】

　企業の新製品の開発や生産工程の改善などに対し，センターの職員による技術改善

支援等を実施し，企業の技術的諸課題解決の支援をしています。

連絡先　経済商工観光部新

産業振興課

℡:022-211-2722

先進的ＡＩ・ＩｏＴ活用ビジネス創出実証事業 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/

県内IT企業が,県内産業の課題解決や新たな価値創出等に寄与するデジタル技術活

用システムを開発し,導入実証を行うことにより,県内における課題解決及びビジネスの創

出を支援します。

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ＢＣＰ策定支援事業
https://www.pref.miyagi.jp/s

oshiki/chukisi/

県内中小企業等の事業継続計画（ＢＣＰ）の取組を促し，緊急事態によって被る

逸失利益の低減と，取引先からの信用力・競争力等の向上を図る。

【セミナー・出前講座の実施】

連絡先　経済商工観光部中

小企業支援室

℡:022-211-2742

専門家派遣事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/senmonkahaken

新分野進出、新製品開発、情報化促進、経営革新などを図ろうとする中小企業者等

に、専門的な知識や経験を有する当機構の登録専門家を派遣し、課題解決のための診

断・助言を行う。

連絡先　産業育成支援部事

業支援課

℡:022-225-6697

宮城県復興企業相談助言事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/fukkoujogen

東日本大震災からの復興を図ろうとする中小企業者が取組む一連の経営課題に対し

て、専門家による適切な診断・助言を総合的に実施し計画的な復興を支援する。

連絡先　産業育成支援部事

業支援課

℡:022-225-6697

ステージアップ支援事業 https://www.joho-miyagi.or.jp/fukkoujogen

それぞれの中小企業者が抱える様々な経営課題を解決し、経営安定化や事業拡大を

図るためステージアップを目指す企業を伴走型で全面バックアップする。

連絡先　産業育成支援部事

業支援課

℡:022-225-6697

仙台未来創造企業創出プログラム
https://www.city.sendai.jp/kezai-

chose/kurashi/machi/kezaikoyo/k

ezai/sendaimirai.html

動画

https://youtu.be/uWe0qPz3a

_Y

連絡先　経済局産業政策部

経済企画課

℡:022-214-8275

仙台「四方よし」企業大賞制度
https://www.city.sendai.jp/kezai-

chose/kurashi/machi/kezaikoyo/k

oyo/hyousyou/002.html

動画

https://www.youtube.com/e

mbed/9Ru-

tRH_nO4?feature=youtu.be&

rel=0&autoplay=0&loop=0

連絡先　経済局産業政策部

経済企画課

℡:022-214-8275

中小企業の事業継続力強化

商工会議所等との連携により、ＢＣＰや事業継続力強化計画の策定支援を行いま

す。

連絡先　経済局産業政策部

地域産業支援課中小企業支

援課

℡:022-214-1003

8－9

仙台市

支援施策概要

8－1

8－2

8－4

8－5

8－3

東北経済産業局 8－1
中小企業が行う防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣（経済産業

局）が認定。認定を受けた中小企業は、税制優遇や金融支援、ものづくり補助金の加

点などの支援策を活用できます。

上場を目指す中小企業に対して、地域一体となった集中的な支援を行い、地域経済の

けん引役となる上場企業を輩出することにより、雇用拡大・地域経済の好循環の創出を

図ります。

社会的課題解決や魅力的な職場環境づくりに取り組む市内中小企業を表彰・紹介し、

その取り組みを後押しするとともに、優れた事例を幅広く発信し、地域経済の活性化と若

者の地元定着等の促進を図ります。「四方よし」宣言企業は、通年募集しています。

8－8

宮城県

みやぎ産業振興機
構

8－6

8－7

情報提供

補助金・助成金等

セミナー・研修

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

紹介・斡旋

セミナー・研修

セミナー・研修

専門家によるアドバイス

18 ８．その他（分野共通）

https://www.tohoku.meti.go.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/
https://www.joho-miyagi.or.jp/senmonkahaken
https://www.joho-miyagi.or.jp/fukkoujogen
https://www.joho-miyagi.or.jp/fukkoujogen
https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/kurashi/machi/kezaikoyo/kezai/sendaimirai.html
https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/kurashi/machi/kezaikoyo/kezai/sendaimirai.html
https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/kurashi/machi/kezaikoyo/kezai/sendaimirai.html
https://youtu.be/uWe0qPz3a_Y
https://youtu.be/uWe0qPz3a_Y
https://youtu.be/uWe0qPz3a_Y
https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/kurashi/machi/kezaikoyo/koyo/hyousyou/002.html
https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/kurashi/machi/kezaikoyo/koyo/hyousyou/002.html
https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/kurashi/machi/kezaikoyo/koyo/hyousyou/002.html
https://www.youtube.com/embed/9Ru-tRH_nO4?feature=youtu.be&rel=0&autoplay=0&loop=0
https://www.youtube.com/embed/9Ru-tRH_nO4?feature=youtu.be&rel=0&autoplay=0&loop=0
https://www.youtube.com/embed/9Ru-tRH_nO4?feature=youtu.be&rel=0&autoplay=0&loop=0
https://www.youtube.com/embed/9Ru-tRH_nO4?feature=youtu.be&rel=0&autoplay=0&loop=0
https://www.youtube.com/embed/9Ru-tRH_nO4?feature=youtu.be&rel=0&autoplay=0&loop=0


機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

中小企業活性化センター

仙台市の中心部に位置する中小企業活性化センター（AER5-6階）を運営・管理す

ることにより、市内の事業者に対し、廉価な貸館施設（多目的ホール、セミナールーム）

の提供やセミナー、イベント等への参加機会の提供を行い、中小企業の活性化を図りま

す。

連絡先　経済局産業政策部

地域産業支援課中小企業支

援課

℡:022-214-1003

仙台市

8－10

19 ８．その他（分野共通）



機関名 Ｎｏ． 支援施策概要

経営相談事業 https://www.siip.city.sendai.jp/ouen/staff.html

経営管理やマーケティング、WEB解析、デザイン、ライティング、フードコーディネート、海外

展開等の知識を持つ専門家が相談に対応します。

連絡先　経営支援部経営支

援課

℡:022-724-1122

デザイン活用支援事業 https://www.siip.city.sendai.jp/o/01/07.html

専門家（デザイナー、ライター）によるデザインの有効性や活用方法に関する助言やセミ

ナー開催等を行います。

連絡先　経営支援部経営支

援課

℡:022-724-1122

経営相談（会社や経営のこと、一人で悩んでいませんか？） https://www.smrj.go.jp/sme/consul

ting/tel/index.html

経営に関するご相談に、各分野の経験豊富な専門家が無料で回答します。

対面・インターネット（オンライン）などのご希望の方法でご利用いただけます。

【相談事例】・新規顧客を増やしたい　・販路を拡大したい　・生産性を向上したい

　　　　　　　・SNSを活用したい　・事業承継に取り組みたいが、何をどうやって？

【オンライン】　E-SODAN

　　　　　　　（AIを活用したオンラインの経営相談、専門家とのチャットもできます）

【対面での相談】　東北本部内で専門家と対面して相談

連絡先　企業支援部企業支

援課

℡:022-716-1751

セーフティネット（小規模企業共済、経営セーフティ共済） https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html

【小規模企業共済】　国がつくった経営者のための退職金制度

加入対象者は、個人事業主・共同経営者（配偶者・後継者等）・会社等役員（役

員登記されている方は何人でも可）※従業員数によって判断、年齢制限なし

＜特長＞①掛金は全額所得控除　②受取時も税制メリット、③掛金納付月数により、

貸付が受けられます。

【経営セーフティ共済】　取引先の倒産から会社を守る制度

取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられ

る制度です。「まさか」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。

連絡先　連携支援部連携推

進課

℡:022-393-4138

J-Net21 https://j-net21.smrj.go.jp/index.html

中小機構が運営するビジネス支援サイトです。全国各地の公的支援情報をまとめていま

す。新型コロナウイルスに関する地域の補助金・助成金・融資の情報なども掲載中です。

8－14

仙台市産業振興事
業団

中小企業基盤整備
機構東北本部

8－13

8－15

8－11

8－12

専門家によるアドバイス

情報提供

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

20 ８．その他（分野共通）

https://www.siip.city.sendai.jp/o/01/02.html
https://www.siip.city.sendai.jp/o/01/07.html
https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/tel/index.html
https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/tel/index.html
https://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
https://j-net21.smrj.go.jp/index.html

