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Ⅰ はじめに 

我が国は戦後最長と言われる経済成長を続けているが，昨年来のサブプライムロー

ン問題に端を発した世界的な金融・資本市場の混乱や，原油等資源価格の高騰などに

より，経済の先行きに対する不透明感が増してきている。また，少子高齢化の進展と

それに伴う人口減少社会の到来や，地球環境問題に対する懸念の高まり，BRICs 諸国

の台頭など内外の社会経済環境の変化への対応が迫られている。 

こうした中，平成 18 年度の宮城県経済は，県内総生産が８兆 5,691 億円となり，

対前年比 0.5％の成長となったが，力強い経済成長を見せている関東，東海地区など

と比較すると低位に留まるものであり，「富県宮城の実現～県内総生産 10 兆円への挑

戦～」に向けて，一層の経済成長を図る必要がある。 

現在，県内では，立地が決定した世界的な半導体製造装置企業，自動車組立企業や

ハイブリッド車（ＨＶ）向け二次電池製造企業の操業開始への期待が高まるとともに，

今秋の仙台・宮城デスティネーションキャンペーンに向けた関係者の動きが活発化し

ている。今後，産業経済を活性化させ飛躍的な経済成長を遂げるためには，このよう

な県内経済界の動向も踏まえながら，これまでの域内需要中心型から域外需要中心型

へ産業構造を転換していくことが必要である。 

このため，域外市場を獲得出来る製造業の集積促進に向けて，宮城県の優位性を十

分に生かした企業誘致に努めるとともに，その優位性をさらに高めるため，技術力向

上などの中小企業の競争力強化策や企業活動を支える産業人材の育成・確保策を一層

充実させることが求められている。 

また，「富県宮城の実現」の成果が県内各地で享受できるよう，観光産業や農林水

産業，食料品製造業など地域資源を活用した産業の一層の競争力強化を図ることが必

要であり，さらに，海外へのビジネス展開に対する支援など，グローバルな視点での

対応が求められている。 

 

 

Ⅱ 本県における中小企業支援施策の方針 

平成 20 年度は「富県宮城の実現」に向けた加速の年として，「みやぎ発展税」を効

率的かつ効果的に活用しながら施策を展開し，産学官が一体となって産業構造転換に

向けた基盤を築いていく。 

特に，製造業の更なる誘致と誘致企業のスムーズな操業に向けた環境整備を強力に

推進し，県内企業の技術力強化を図るほか，産業人材の育成及び確保に向けた取組を

推進し，競争力の高い県内中小企業への転換を進める。また，地域の特色を生かした

観光関連産業を育成するとともに，地域経済を支える商業やサービス業の活性化を図

り，県内経済の成長を加速化していく。さらに，国際化の進展に対応し，県内企業の

海外進出の取組を進める。 

 

 １ 本県経済をけん引する産業集積拠点の形成 

半導体製造装置企業や自動車組立企業などの本県進出をしっかりと受け止め，東

北大学などの高度な学術研究機関との連携をさらに強化するとともに，一層の企業
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誘致や県内中小企業の育成を通して，高度電子機械産業や自動車関連産業を中心と

した足腰の強い産業集積に向けた取組を加速していく。 

そのため，誘致企業や首都圏，中部圏の大企業と県内中小企業とのマッチングを

促進するなど県内企業の受注拡大を図る。また，県内中小企業の自動車関連事業の

拡大や参入を促すために，産業技術総合センターや財団法人みやぎ産業振興機構に

おいて生産革新や技術向上支援を行うとともに，制度融資の拡充により資金調達環

境をさらに充実する。 

□主な事業 

・高度電子機械産業集積促進事業                                      新産業振興課 

・自動車関連産業特別支援事業                            新産業振興課 

・宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業                  商工経営支援課 

 

２ 技術力の高度化を通した県内企業の競争力の強化 

県内中小企業の基盤技術力や研究開発力の向上を通して競争力の強化を進める

ことにより，経営の安定を図る。 

そのため，産業技術総合センターの製品開発機器を充実させるとともに，産学官

連携による実用化研究や技術移転体制を強化する。特に，自動車関連産業の底上げ

と競争力の向上のため，技術支援塾の開催や生産革新，技術向上支援に精通したア

ドバイザーの派遣など，技術指導面の支援体制を拡充する。また，学術研究機関，

産業支援機関，金融機関，産業団体で構成する「ＫＣみやぎ推進ネットワーク」や

地方振興事務所による「企業訪問強化プロジェクト（御用聞き１・２・３プラン）」

などを積極的に展開して,県内企業が抱える様々な問題の早期解決に向けて的確に

対処していく。 

□主な事業 

・富県宮城技術支援拠点整備拡充事業                                 新産業振興課 

・地域企業競争力強化支援事業                          新産業振興課 

・ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業                 新産業振興課 

・みやぎマーケティング・サポート事業                          新産業振興課 

・企業訪問強化プロジェクト                         富県宮城推進室 

 

３ 企業活動を支える人材の育成・確保と就業環境の整備 

人口減少社会においても県内企業や誘致企業が一定の労働力を確保しながら継

続した経済成長ができるよう，産業人材の育成及び確保に向けて強力に取り組むと

ともに，様々なニーズに応じた就業環境の整備を図る。 

そのため，地域産業の中核となる人材の育成を目指して昨年度設置された「みや

ぎ産業人材育成プラットフォーム」が展開する，「クラフトマン 21」などの各種人

材育成プロジェクトへの支援を強化する。また，自動車関連産業の即戦力となる人

材を育成するため，高等技術専門校の機材を整備し最新の自動車技術の習得に向け

た技能訓練の充実を図る。さらに，深刻化する若者の製造業離れの中で，県内中小

製造業や立地企業が求める人材を確保するため，県内の高等学校，高等専門学校の
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学生等を対象とした工場見学会やキャリアカウンセラーの派遣，また，隣接県の大

学，高等専門学校の学生を対象とした県内製造業のＰＲセミナーの開催など新たな

取組を行う。 

□主な事業 

・産業人材育成プラットフォーム構築事業               産業人材・雇用対策課 

・みやぎ自動車関連産業人材育成事業                 産業人材・雇用対策課 

・ものづくり人材育成確保対策事業                  産業人材・雇用対策課 

 

４ 観光産業をはじめとした地域産業の育成・強化 

県全域が経済的に発展していくよう地域資源と密接に関連した観光関連産業や，

地域経済を支える商業やサービス産業など，地域産業の育成・強化を推進する。 

そのため，今秋実施される「仙台・宮城デスティネーションキャンペーン」を成

功させるとともに，キャンペーン後も多くの観光客が訪れる「観光王国みやぎ」の

確立を目指し，市町村や産業界と一体となって全国的なＰＲ活動を展開する。 

また，地域商業の活性化を図るため，にぎわいのある商店街の再構築に向けた活

性化事業計画の策定やイベントの実施及び施設整備に対する支援を行う。さらに，

新たなサービスの開発環境を整備するなどして，サービス業の振興に取り組むほか，

農林漁業者と商工業者が，それぞれの強みを活かしながら連携して新たな商品やサ

ービスの開発に向けた取組を促進する。 

□主な事業 

・サービス産業創出・高付加価値化促進事業               富県宮城推進室 

・商店街にぎわいづくり戦略事業                   商工経営支援課 

・中心市街地商業活性化支援事業                   商工経営支援課 

・仙台・宮城デスティネーションキャンペーン推進事業         観光課 

     

５ 国際化へのさらなる対応 

社会・経済のグローバル化の進展に合わせ，県内企業の海外ビジネスを促進する

とともに，多文化共生社会の実現に向けた環境の整備を進める。 

そのため，経済成長が著しい東アジアを中心に，県内中小企業の販路開拓に向け

た現地商談会の開催や国際見本市への出展を支援するほか，自ら海外でのビジネス

展開ができる企業を育成するため，専門的な情報提供，助言等を行う。 

□主な事業 

・東アジアとの経済交流事業                     国際経済課 

・香港・台湾との経済交流事業                    国際経済課 

・みやぎグローバルビジネス総合支援事業               国際経済課 

 

 

Ⅲ 中小企業支援事業の実施体制 

 １ 実施体制の概要 

中小企業における経営ノウハウ，技術，人材，情報等のソフトな経営資源を充実・  
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強化し，本県中小企業の経営の向上や円滑な創業を図るため，県及び県中小企業支

援センターは，次のような支援策を実施する。 

（１）県は，関係する中小企業支援機関と連携し，広く中小企業を対象として経営基盤

の強化に対する相談・助言を実施するとともに，中小企業施策の啓蒙普及等により

経営改善の取組を支援する。また，国，独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う

中小企業支援施策についても，積極的に活用していく。 

   特に県内６ヶ所の「地域力連携拠点」とは，相互に連携を図っていく。 

（２）県中小企業支援センター（（財）みやぎ産業振興機構）は，県産業技術総合センタ

ー，（独）中小企業基盤整備機構東北支部，仙台市中小企業支援センター（（財）仙

台市産業振興事業団））及び各産業支援機関とのネットワークを構築し，中小企業

の総合相談窓口となるほか，創業・ベンチャー・経営革新に取り組もうとする中小

企業を支援する各種事業を実施する。 

 

 ２ 県中小企業支援センターの実施体制 

県中小企業支援センター（（財）みやぎ産業振興機構）が行う中小企業の経営資    

源の確保のための特定支援事業を効果的かつ効率的に実施するため，事業を一貫し

て管理するプロジェクトマネージャー及びサブマネージャーを配置する。 

プロジェクトマネージャーは，中小企業に関する他の施策との一体的に運用を図

る観点から，いわゆるソフト面での支援に関する施策を総合的にコーディネイトす

る。 

また，支援体制整備円滑化等事業により，中小企業支援事業を円滑に実施するた

めに必要な体制整備，ＰＲ，情報提供，支援対象企業の掘り起こし等を行う。 

 

 ３ 支援機関等連携促進 

県中小企業支援センター（（財）みやぎ産業振興機構）が，特定支援事業を円滑

に行うため，当該支援センターと商工会，商工会議所，県商工会連合会，県中小企

業団体中央会及びその他の中小企業支援協力機関と，事業調整や実効性のある連携

を図るために必要な支援方策について検討及び情報交換を行う。 

 

 ４ 中小企業関係団体の実施体制 

（１）商工会・商工会議所（経営改善普及事業） 

商工会及び商工会議所は，当該地区内の小規模事業者の経営の改善発達を図る

ため，経営指導員等を配置して個別の相談・指導事業を中心とした経営改善普及

事業を円滑かつ効果的に実施する。 

 （２）宮城県中小企業団体中央会 

宮城県中小企業団体中央会においては，中小企業組合の設立指導や組合運営を

支援するための情報提供，調査研究等の事業を実施する。 
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Ⅳ 宮城県中小企業支援事業の概要 

 １ 中小企業の経営の革新及び創業の促進 

 （１）経営革新支援事業 

①経営革新支援事業                20,508 千円（35,518 千円） 

「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に基づく経営革新計画の承

認，及び中小企業者や組合等が経営革新計画に沿って行う新商品・新技術・新役

務の開発等に要する経費の補助を行うとともに，計画承認企業に対するフォロー

アップを行い，経済的環境の変化に相応して中小企業等が行う経営革新の円滑化

を図る。（予算額のうち，計画策定に係るソフト事業分は，19 年度分が 350 千円，

20 年度分が 350 千円） 

  ②経営革新フォローアップ調査事業              55 千円（72 千円） 

    毎年度，国が行う経営革新フォローアップ調査（アンケート調査）を施行すると

ともに，調査対象企業を訪問し，承認経営革新計画の進捗状況の確認や，計画遂行

上の課題，問題点をヒアリングするとともに，課題解決のためのアドバイス（適切

な支援機関の紹介を含む。）や，財務分析等を行いながら，計画達成に寄与する。 

 ２ 中小企業の経営基盤の強化 

 （１）都道府県等中小企業支援センター（（財）みやぎ産業振興機構実施事業）事業 

 183,035 千円（176,993 千円） 

県中小企業支援センターである（財）みやぎ産業振興機構が，中小企業支援法及

び下請中小企業支援法に基づき，中小企業等の人材，技術，情報等の経営資源を活

用した創業，経営革新，取引支援，販路拡大，情報化等の総合的な支援を行い，本

県産業の経営力の向上と経営基盤の強化を図る。 

※主な事業 

①プロジェクトマネージャー等支援人材充実強化事業  16,109 千円（16,495 千円） 

県中小企業支援センター（（財）みやぎ産業振興機構）が行う中小企業の経営資

源の確保のための特定支援事業を効果的かつ効率的に実施するために，事業を一貫

して管理するプロジェクトマネージャー及びサブマネージャーを配置する。 

さらに，中小企業に関する他の施策との一体的な運用を図る観点から，いわゆる

ソフト面での支援に関する施策の総合的なコーディネイトを行う。 

また，プロジェクトマネージャー等を県内の地域に派遣することにより，県内一

円における中小企業者等の創業・経営革新の取組の支援を強化する。 

②事業可能性評価委員会運営事業              355 千円（713 千円） 

事業可能性評価委員会では，経営革新を目指す中小企業者や創業を意図する者が

有する事業計画について，事業化に向けての有望性，技術の先進性，ノウハウの独

自性，事業の発展性等に関する審査・評価等を行う。 

 ③窓口相談等事業                   5,769 千円（6,019 千円） 

ア 窓口相談事業 

企業の設立準備，新たな分野への進出及び経営革新など中小企業が抱える問

題について，中小企業の経営者，創業者などの相談に適切に応じる。 

イ 取引適正化・苦情紛争処理事業 
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顧問弁護士を委嘱し，大企業等との商取引上発生する様々な問題に対し，法

律問題を含め，きめの細かい相談体制を整備するとともに，紛争の処理にも対

応して問題の解決を図る。      

    ④専門家派遣事業                   5,834 千円（5,134 千円） 

中小企業者が抱える種々の課題及び経営，人材，情報，資金等の不足する経営資

源に対して，課題の解決及び経営資源の円滑な確保を支援するため，民間の専門家

を活用して，中小企業者等のニーズに適切に対応し得るよう診断・助言事業を行う。 

    ⑤取引情報提供事業                  8,990 千円（9,087 千円） 

受発注企業が一堂に会する場の提供や受発注企業のマッチングにより取引あっ

せん等を行い，受注機会の増大や新規取引先の開拓を促進する。また，下請企業の

経営に精通した実務経験者を委嘱し，下請中小企業に対する調査・指導体制の強化

を図り，技術向上，新製品開発，経営安定化等を支援する。 

 （２）中小企業及び支援機関の人材の確保・育成支援 

  ①支援担当者能力開発事業（県）            2,224 千円（2,280 千円） 

    中小企業支援事業の円滑な執行のため，（独）中小企業基盤整備機構・中小企業大

学校が主催する各種研修課程に職員を派遣することにより，診断助言技法の維持・

向上を図る。 

  ②支援担当者能力開発事業（中小企業支援センター事業の一部）256 千円（232 千円） 

    県中小企業支援センターである，（財）みやぎ産業振興機構の職員の能力開発のた

めの研修実施等を支援する。 

④若手マネジャー等実践研修事業             761 千円（1,027 千円） 

大型店での実践研修などを通して，地域商業の担い手である中小小売・サービス

業を営む中小企業の経営管理能力の向上を支援する。 

（３）中小小売商業の振興支援                  

  ①商店街振興組合指導事業               7,191 千円（7,990 千円） 

宮城県商店街振興組合連合会が実施する，県内商店街振興組合等を支援する商店   

街活性化推進調査・研究事業や商店街近代化講習会等に対して助成する。 

  ②中心市街地商業活性化支援事業            1,500 千円（1,500 千円） 

中心市街地活性化協議会の構成員等が実施する中心市街地における中小商業の

活性化のためのソフト事業（コンセンサス形成事業，テナントミックス管理事業，

広域ソフト事業，事業設計・調査・システム開発）に対して，（財）みやぎ産業振

興機構を通して支援する。 

③地域商業ビジネスチャンス拡大支援事業          400 千円（400 千円） 

意欲ある商業者がグループを形成し，構成員の経営資源を活用して行う新たなビ

ジネスモデルの開発等経営革新への取組を支援し，ビジネスチャンスの拡大を通し

て地域経済の活性化を図る。また，商業者グループが主体的に取り組む地域の商業

活性化に関する課題の調査・研究を支援し，商業リーダーを育成するとともに，研

究成果を生かした事業展開への取組を促進する。 

 （４）小規模事業者に対する支援（商工会・商工会議所・県商工会連合会） 

              2,082,990 千円（2,093,602 千円） 
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商工会・商工会議所が実施する経営に関する相談・指導及び講習会の開催等の

経営改善普及事業に対する支援を通じて，小規模事業者の経営の改善発達を促進

する。 

 （５）中小企業連携組織対策事業             161,265 千円（165,146 千円） 

宮城県中小企業団体中央会が実施する中小企業組合や任意グループ等の連携

組織の設立や運営を支援するための事業や，民間専門家を活用した講習会などに

要する経費に対し補助金を交付する。 

 （６）その他 

  ①中小企業経営支援事業                  672 千円（782 千円） 

新規創業企業への早期育成支援を図るとともに，経営基盤が脆弱な県内の中小企

業及びその集団に対し，経営課題の整理や各種中小企業施策の活用に係る助言等を

行うことにより，中小企業の活力を引き出し，経営の安定・向上を図る。 

なお，事業の実施に当たっては，県中小企業支援センター事業との効果的な連携

を図る。 

 ②小規模企業者等設備資金貸付事業          15,523 千円（15,548 千円） 

小規模企業者等の創業，経営基盤の強化を積極的に推進するため，県中小企業支

援センターである（財）みやぎ産業振興機構が行う設備資金貸付の円滑化を図るた

めに要する経費について，機構に対して補助金を交付する。 

③技術改善支援事業                  5,582 千円（5,598 千円） 

地域企業等が直面する技術的課題に対し，産業技術総合センター職員を派遣した

り，センター内で課題を解決することにより，依頼企業の技術力向上を支援する。 

④若手マネジャー等実践研修事業（再掲）         761 千円（1,027 千円） 

 ⑤商店街総合支援事業                21,565 千円（11,971 千円） 

商店街団体等が行う下記事業に対し市町村を通して支援し，商店街の利便性等を

向上することにより商店街の活性化を図る。 

    ア 商店街施設整備支援事業 

商店街の顧客利便施設（アーケード，ポケットパーク，駐車場，休憩施設，

ファサード等）の整備及び改修・補修に対して支援する。 

    イ 商店街情報化支援事業 

商店街における情報化（ポイントカードシステム，共同宅配システム等の機

器導入，ホームページやバーチャルモール等の作成，情報発信機器の導入)に

対して支援する。 

    ウ 空き店舗有効活用支援事業       

空き店舗を活用した集客施設，利便施設，チャレンジショップ等の店舗改装

費，店舗賃借料，運営費に対して支援する。 

エ 商店街競争力強化推進事業             

商店街の競争力強化のための，基本構想策定や個性創出事業等，商店街活性

化に資する事業に対して支援する。 

⑥みやぎいいモノテクノフェア開催事業         3,100 千円（3,100 千円） 

新製品・新技術の開発に取り組んでいる県内企業などが結集し，みやぎのいいモ
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ノを広く情報発信するとともに，情報・技術の交流を通じながら，新しいビジネス

チャンスとして開催される展示会・商談会の開催を支援する。 

⑦食材王国みやぎ商品開発等支援事業          4,500 千円（6,000 千円） 

県内食産業の振興を図るため，県内の中小企業者，組合及び地域グループ等が行

う地域食材を活用した商品開発（既存商品の改良を含む）を支援する。 

 

３ 中小企業の経済的社会的環境の変化への対応の円滑化 

（１）経営安定特別相談事業               4,426 千円（4,426 千円） 

    中小企業の倒産に伴う社会的混乱の未然防止及び再建円滑化を図るために特別

相談事業等を実施する商工会議所等への補助を行う。 

（２）その他 

①建設産業振興支援事業                 5,500 千円（組替新規） 

「みやぎ建設産業振興プラン」に基づき，ワンストップサービスによる「建設業

総合相談窓口」の運営や建設業者の支援メニューをまとめた小冊子「建設産業支援

パッケージ」を配布することにより建設産業の振興に取り組む。 

また，建設業者の経営基盤や経営体質を強化するための「建設業振興支援講座」

の開催や，さまざまな地域課題をビジネス的手法で解決を目指す「建設業地域ビジ

ネス事業化調査」を実施するなど，効果的，体系的に建設産業の振興のための各種

施策を展開する。 

 ②産業技術総合センター研修事業            3,682 千円（3,610 千円） 

県内企業者又はその従業員を対象に，企業で中核となる技術者の養成を支援すべ

く，産業界，大学等の協力を得ながら技術に関する各種研修を実施する。 

③地域商業ビジネスチャンス拡大支援事業（再掲）      400 千円（400 千円） 

 

４ 富県宮城実現のために実施する重点事業 

（１）本県経済を牽引する産業集積拠点の形成 

  ①高度電子機械産業集積促進事業             5,000 千円（組替新規） 

半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンの立地を本県高度電子機械産業の

一層の発展を促す契機ととらえ，そのスムーズな移転及び地域企業との連携を推進

するとともに、マッチング支援により県内の高度電子機械関連企業の新分野進出や

取引拡大による産業集積を促進し，本県産業基盤の強化を図る。 

また，ＭＥＭＳ（微小電気機械システム）技術に関する世界有数の研究者や研究

成果が多数存在する国立大学法人東北大学と連携しながら，ビジネスマッチングや

技術講習会等を通して，県内企業へのＭＥＭＳ分野への参入やＭＥＭＳ関連産業と

の関係構築を支援する。 

②自動車関連産業特別支援事業            39,000 千円（20,000 千円） 

自動車関連産業の集積を目指すべく，「受発注機会の拡大」，「技術力の高度化」，

「産学官広域連携の促進」を図り，県内企業への総合的な支援を実施するほか，県

内中核企業のＯＢ人材を活用し，企業ニーズの把握と情報提供に取り組み，生産革

新や技術向上を支援する。 
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③光関連産業育成支援事業               2,403 千円（2,992 千円） 

中小企業の光技術を活用した製品開発や，企業間マッチングの支援を行う。 

④知的クラスター創成推進事業                7,000 千円（新規） 

文部科学省から知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）として採択された「先進予防

型健康社会創成クラスター構想」に基づき研究開発を行う事業の推進を支援し，研

究成果を活用した先駆的な生活習慣病の予防等の実現と，商品・サービスの開発を

図る企業群の集積を行う。 

⑤宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業      20,000 千円（13,200 千円） 

宮城県中小企業制度融資「富県宮城資金（立地サポート枠，チャレンジ枠）」を

利用する自動車関連産業及び高度電子機械産業等に取り組む企業等に対し，宮城県

信用保証協会の基本保証料より引き下げた県制度保証料を設定することにより，利

用企業者等の負担軽減と融資の利活用の促進を図る。 

⑥中小企業金融対策事業           43,951,749 千円（43,288,007 千円） 

中小企業者に安定的かつ低利な資金を融通するため，制度融資取扱金融機関に対

し原資を預託するとともに，各種融資制度に関する指導等に努め，金融円滑化の推

進を通し，中小企業者の経営の安定を図る。 

 （２）技術力の高度化を通した地元企業の競争力の強化 

  ①企業訪問強化プロジェクト                    （非予算） 

企業の現状やニーズの把握・発掘，相談への対応を的確かつ迅速に展開し，富県

宮城の実現に向けた産業活動を支援する。 

②富県宮城技術支援拠点整備拡充事業            180,000 千円（新規） 

地域企業が単独で保有することの難しい製品試作機器等を産業技術総合センタ

ーに整備し，製品開発支援や技術高度化支援を行うことにより，企業の課題解決及

び技術高度化による産業集積促進を図る。 

③地域企業競争力強化支援事業                8,000 千円（新規） 

産業技術総合センターが主体となり，企業等との連携協力のもと，自動車関連・

高度電子機械・食品製造等の分野に関連する研究開発，技術移転を行い，地域企業

の高付加価値製品の開発や実用化を支援し，県外企業に対する競争力を強化する。 

④自動車関連産業特別支援事業（再掲）        39,000 千円（20,000 千円） 

⑤ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業  5,880 千円（6,000 千円） 

基盤技術高度化支援センター（KC みやぎ）を運営し，技術相談へのワンストップ

対応，Web サイトによる研究者情報・施設機器情報の提供等により，地域企業の基

盤技術の高度化を支援する。また，県内外の大学・高等専門学校等に，産業団体，

支援機関，金融機関等を加えた「ＫＣみやぎ推進ネットワーク」を新たに組成し，

産学官共同の交流会，研修会，技術研究会活動等を拡充することによって，地域企

業と学術研究機関との共同プロジェクトを推進し，新事業の創出等を図る。 

⑥地域イノベーション創出型研究開発支援事業     12,142 千円（12,500 千円） 

県内企業にとって，将来有望な市場が期待できる新分野への参入促進を図るとと

もに，当該市場において競争力を確保するため，本県地域における産学官の強固な

共同研究体制の構築及び同体制による研究開発を支援する。 
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また，研究開発に要する費用の一部を補助する。 

⑦大学等シーズ実用化促進事業            25,000 千円（21,400 千円） 

大学等がもっているシーズをもとに，県の試験研究機関が主体となり，生産者・

企業等と連携し，迅速かつ確実な技術開発を行い，その実用化を目指す。 

⑧知的財産活用推進事業                4,992 千円（6,250 千円） 

経験豊富な弁理士による中小企業の経営者・担当者等を対象としたセミナー等を

実施する。また，県内の中小企業等が特許等に関する相談を行い，特許情報の有効

活用・円滑な特許流通が可能となるよう，宮城県知的所有権センターのアドバイザ

ーの活用を支援する。さらに，企業や公設試験研究機関等が有する特許技術の有効

活用を図るため，「みやぎ特許ビジネス市」を開催する。 

⑨みやぎマーケティング・サポート事業        21,264 千円（22,724 千円） 

（財）みやぎ産業振興機構が実施する，起業から販路開拓までの一貫した起業家

育成講座，実践経営塾，みやぎビジネスマーケット，販路開拓活動推進費に要する

経費を補助する。 

⑩中小企業経営革新事業（再掲）           20,508 千円（35,518 千円） 

⑪機能性食品等開発普及支援事業              823 千円（組替新規） 

高齢社会の到来により摂食・嚥下障害者が増加しているが，食べるという基本的

な行為が嚥下障害者のＱＯＬ（Quality of Life＝生活の質）の向上に大きく寄与

するものであるとともに，嚥下障害者向けの嚥下訓練食・嚥下食に対するニーズは

今後増大することが予想されることから，嚥下障害のリハビリテーションの重要性

について普及活動を行い，嚥下訓練食・嚥下食に対するニーズを掘り起こし，県内

の新たな食産業の振興を図る。 

⑫生活支援機器産業育成・支援事業           4,349 千円（5,150 千円） 

高齢社会の到来に伴い，生活支援機器関連の市場は益々増大するものと予想され

るが，本県の福祉関連産業の下地は薄いことから，県内の中小企業を生活支援機器

の補修（フィッティングメンテナンス），開発活動へ誘導し，将来性が見込める県

内産業としての育成・振興を図る。 

⑬中小企業ＢＣＰ策定支援事業              2,057 千円（367 千円） 

ＢＣＰは，地震や火災などによる企業の事業中断を最短にとどめ被害を最小化し，

かつ取引先からの信用力を高めるなど県内企業の競争力向上に繋がる。このため，

県内中小企業，商工団体等に対し，緊急事態からの速やかな事業復旧を目指すＢＣ

Ｐ策定の促進及び継続的取組の支援を図る。 

（３）企業活動を支える人材の育成・確保と就業環境の整備 

①起業家等育成支援事業                9,662 千円（10,308千円） 

起業又は新事業展開を図ろうとする者に対し支援を行うことにより，産学連携に

よる新たな事業創出及び産業の振興を図る。 

②産業人材育成プラットフォーム構築事業        1,600 千円（1,544 千円） 

地域産業振興の重要な要素である産業人材を確保するため，教育現場と地域の経

済界が一体となった産業人材育成体制・教育体系の構築により，産業人材として創

造性や実践力を持った地域企業の中核として地域産業の生産性向上に寄与できる
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人材の育成を図る。 

③みやぎ自動車関連産業人材育成事業            45,000 千円（新規） 

自動車関連産業の集積促進には，高度な研究開発人材とともに生産現場を支える

技能者の育成が欠かせないため，高等技術専門校において生産現場に係る即戦力人

材を育成する。 

④ものづくり人材育成確保対策事業              6,000 千円（新規） 

大学生や高校生の製造業離れを抑止し，「富県宮城」を担うものづくり人材を確

保するため，大学や高校の学生，教員及び父兄を対象に製造業をＰＲし，製造業に

対する理解の促進を図る。 

（４）観光産業をはじめとした地域産業の育成・強化 

①サービス産業創出・高付加価値化促進事業       3,000 千円（2,000 千円） 

県内サービス事業者の施策ニーズを踏まえ，事業者連携による「新たなサービス，

高品質なサービス」の開発環境を整備するとともに，事業化に向けたビジネスプラ

ン策定の支援を行うことにより，本県のサービス業の新たな創出と高付加価値化を

促進する。 

②地域産業振興事業                 24,800 千円（27,000 千円） 

圏域の中核的な行政サービス機関として設置された地方振興事務所が，「富県宮

城の実現」や圏域の課題解決に向けて，農林水産物の高付加価値化，商品開発の支

援，都市と農山漁村の交流など，多様なニーズに対応した戦略的な事業を展開する。 

③商店街にぎわいづくり戦略事業               9,500 千円（新規） 

商工団体等が行う商店街の少子高齢化等の政策課題への対応や歴史，街並み，地

産地消等のテーマに基づいた活性化のための意欲的な取り組みに対し，市町村と連

携し活性化策の検討から複数事業の実施までの総合的な活性化事業に複数年支援

を行う。また，その事業成果を他の商店街へ展開し県内商店街の活性化を図る。 

④中心市街地活性化基本計画等策定支援事業       1,500 千円（1,500 千円） 

市町村が行う中心市街地活性化基本計画等の策定に必要な調査・研究に対し支援

を行うことにより，中心市街地の活性化を推進する。 

⑤中小企業再生支援協議会支援事業           2,469 千円（9,267 千円） 

宮城県中小企業再生支援協議会への支援を行い，経営環境が悪化しつつある県内

中小企業の再生を支援する。 

⑥仙台・宮城デスティネーションキャンペーン推進事業 

69,100 千円（26,500 千円） 

観光産業を核とした地域経済の活性化を進めるため，自治体と観光関係者はもち

ろんのこと農業・水産業・商工業等各産業間とも連携を図り，組織の整備，観光資

源の開発，戦略的な情報発信を一体的に行い，観光客誘致の促進と観光の視点を活

かした地域振興の推進を目的とした，仙台・宮城デスティネーションキャンペーン

(仙台・宮城ＤＣ)をＪＲと協力して実施する。 

  ⑦みやぎｅ－ブランド確立支援事業          51,200 千円（26,300 千円） 

    情報産業振興戦略に掲げる目標の達成に向け，本県情報産業のブランドの確立を

図るため，情報産業振興戦略に掲げる重点５分野に取り組む県内 IT 企業の優れた
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ビジネスプランを具現化するための補助金の交付，マッチング機会の提供などの販

促活動の支援を行う。 

  ⑧派遣ＯＪＴ支援事業                 6,300 千円（4,200 千円） 

    情報産業振興戦略に掲げる目標の達成に向け，首都圏等からの市場獲得を図るた

め，先進企業や大学院等への技術者派遣を通じて最先端の技術や知識を習得しよう

とする県内ＩＴ企業に対して，派遣経費の一部を助成するもの。 

 ⑨アグリビジネス新展開支援事業           26,305 千円（17,893 千円） 

「競争力ある農林水産業への転換」を早期に実現させるため，高い企業マインド

を有するアグリビジネス経営に取組む人材や企業育成の加速化を図るとともに，増

加が予想される集落営農組織等のビジネス支援を新たに実施する。  

（５）国際化へのさらなる対応 

①東アジアとの経済交流促進事業           8,130 千円（13,817 千円） 

中国の経済センターである上海市等において，「東北宮城フェア」を開催するこ

とにより，両国地域の広域的な経済交流を促進し，本県企業の販路開拓を図る。 

また，中国東北地方の中心都市である遼寧省大連市において，岩手県と共同で「大

連商談会」を開催することにより，両県内企業のビジネスチャンスの創出を図る。 

中国東北部の振興と日中経済協力の促進を目的として，平成 12 年度以来毎年開

催している「日中経済協力会議」を東北地方（新潟）で開催し，東北各県と中国東

北部の一層の経済交流の促進を図る。 

②香港・台湾との経済交流事業            7,500 千円（10,700 千円） 

経済成長著しい中国華南地域へのゲートウェイであり成熟した市場でもある香

港において，山形県と共同で「食品試食商談会」を開催するとともに，安定した経

済成長を続ける台湾において「台北国際食品見本市」に出展し，県産食材の販路拡

大を図る。 

③極東ロシアとの経済交流事業             2,000 千円（1,000 千円） 

    近年経済成長が続いている極東ロシアにおける政治・経済の中心都市であるハバ

ロフスクで商談会を開催することにより,県内企業ビジネスチャンスを創出し,本

県経済の活性化を図る。 

④みやぎグローバルビジネス総合支援事業        7,754 千円（7,216 千円） 

グローバルビジネスを独力で展開できる県内企業を育成・支援することにより，

県内企業の販売収益増加・競争力強化と県内経済の活性化を図る。 

また，海外ニーズに合わせた輸出先のマーケット事情及び検疫問題等の情報収集

を図り，豊富で良質な農林水産物等の輸出を促す。 

⑤日本貿易振興機構仙台貿易情報センター負担金    18,000 千円（18,000 千円） 

宮城県が日本貿易振興機構（ジェトロ）の仙台貿易情報センター及び仙台港貿易

投資センターの経費の一部を負担し，グローバルビジネスセンターとして連携して

相互の事業を効率的に執行することによって，本県の貿易の振興と地域経済の活性

化を図る。 

（６）富県宮城の実現を支える基礎的な取組 

①富県創出県民総力事業                  16,000 千円（新規） 
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「富県宮城の実現」に向けて，「富県共創！活力とやすらぎの邦づくり」の理念

のもと，経済界，市町村，県民等の各主体の自発的・積極的な取組を促進し，県内

総生産 10 兆円達成の機運醸成と，取組の動きの加速化を図る。 

②富県共創推進事業                  3,002 千円（4,320 千円） 

「宮城の将来ビジョン」に掲げる県政運営の理念「富県共創！活力とやすらぎの

邦づくり」のもと，県民が一丸となって取り組む体制を整備し，県内総生産額 10

兆円以上を目標とする「富県宮城の実現」に向けた着実な展開を図る。 

   


