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1．基本方針

我が国の景気は、総じて穏やかな回復を続けてきたがこのところ回復が足踏み

状態にある。米国のサブプライムローン問題を背景とする景気後退懸念や原油・

原材料価格の高騰などから、景気の下振れリスクが高まっており、景気の先行き

は不透明感が増している。

中小企業においては、原油・原材料価格の高騰や改正建築基準法施行後の住宅

建築の減少などの影響を背景として、業況が悪化している。

中小企業を中心とする本市経済においても、これまで多くの企業が景気回復を

実感できない状況が続いてきたが、今後も厳しい状況が続くことが懸念される。

こうした状況の中で、市内事業者が着実に業績回復や成長を続けていくことが

本市経済の持続的発展に欠かせないという認識のもと、産業人材の育成・確保や

経営革新に対する支援、中小企業の経営基盤強化に対する支援の充実強化等につ

いて、今後も継続した取り組みが必要となっている。

また、本市の特徴や資源を活かした内発型の産業集積を促進させるとともに、

域外からの投資や交流人口を積極的に呼び込むことにより、域内需要の拡大を図

り、自立した経済を実現していくことが課題となっている。

さらに、仙台圏へ大規模な自動車組立工場や半導体製造装置組立工場の新増設

が決定したことを受け、今後、関連産業の集積を進めるための取組みが必要とな

っている。

このため、今後の本市における経済活力の担い手と期待されている意欲ある中

小企業の育成や、新規創業の促進が重要であることから、「財団法人仙台市産業振

興事業団」において、総合的かつ効果的な支援事業を展開する。具体的には、地

域連携フェローによる「御用聞き型産学連」を始めとする、中小企業の経営上の

諸課題に対応した総合相談や助言・情報の提供、人材育成等の各種支援策の提供

により、中小企業の経営基盤の強化を図るとともに新規創業を支援する。

また、健康福祉・医療産業や IT・コンテンツ等のクリエイティブ産業など、潜在

能力が高いと見込まれる分野への支援を通じて本市独自の創造的産業の育成・定

着を目指すとともに、企業・研究機関等の誘致や国際経済交流、海外プロモーシ

ョンにも取り組むことで、域外からの投資や交流人口の拡大を目指し、本市の産

業活力をより一層高めていくこととする。

2．平成 20 年度中小企業支援体制

平成 20 年度における中小企業支援体制については、企業経営の全般にわたっ

てのノウハウや企業等のネットワークを有する民間企業経験者をビジネス開発デ



- 2 -

ィレクターとして活用し、効果的な事業の展開を図る。ビジネス開発ディレクタ

ーは、支援対象企業の発掘及び当該企業に対する助言や販路拡大のための企業紹

介等を行う。 
また、仙台市中小企業支援センターを運営する財団法人仙台市産業振興事業団

において、中小企業の経営全般にわたる助言や新事業展開、新規創業に対する相

談等支援に加え、新事業創出促進法に基づく「中核的支援機関」として新成長分

野の育成支援等、更なる充実・強化に努めていく。

さらに、本市と仙台市中小企業支援センターとの緊密な連携のもと、効果的な

支援の実施に努めるほか、宮城県中小企業支援センターや中小企業・ベンチャー

総合支援センター、地域中小企業支援センターなど広範な支援機関との連携を深

め、適切な対応を図っていくこととする。

3．事業の実施計画

※ 以下の事業費は、国の補助金額を含まない予算額。（ ）書きは 19 年度予算額

（1）中小企業の経営の革新及び創業の促進

①産学マッチング支援事業 6,919 千円（3,149 千円）

地域連携フェロー（大学教員に委嘱）が企業を訪問して技術的課題等を抽出

し、課題解決に向けた相談や指導、共同開発を行う「御用聞き型企業訪問」を

行い、企業ニーズに即した産学連携による製品開発を行うほか、地域製造業事

業者と大学・高専等の研究機関との情報交換の場を設け、技術シーズの紹介等

を行う。 

②新事業創出支援事業 39,240 千円（34,616 千円）

市内の大学、高専等で生まれる研究成果について、市内企業の技術移転をよ

り一層推進するため、特定の専門分野（ハイテク・健康福祉産業等）における、

いわゆる「目利き役」として、ビジネス開発ディレクターを配置する。

③仙台 MEMS 産業クラスター創成事業推進 13,258 千円（14,061 千円）

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）技術の産業化を目的とした

産学官連携組織「MEMS パークコンソーシアム」の運営や事業化助成金制度

等により、地元企業（MEMS メーカー及びユーザー）の技術力向上と MEMS
産業の振興を図る。 
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④東北大学連携型起業家育成施設支援事業 10,587 千円（9,448 千円）

東北大学が保有する高度な研究開発成果の活用によって、地元企業の技術力

向上等の成長及び大学発ベンチャー等の創出を図るため、関係機関との連携の

もと、インキュベーション施設「T－Biz」に対して、地元中小企業の入居促

進のための賃料補助や、同施設に配置するインキュベーションマネージャーの

活動支援を行う。 

⑤仙台圏製造業事業所データベース事業 1,976 千円（1,552 千円）

企業同士のビジネスマッチングや産学連携を促進するため、本市及び周辺市

町村の製造事業所が保有する技術や設備、代表的な製品等の企業情報をデータ

ベース化し、財団法人仙台市産業振興事業団のホームページ上で公開する。

⑥クリエイティブクラスター創成事業 12,688 千円（10,834 千円）

印刷、デザイン産業等と IT、コンテンツ産業との融合により生み出され

る創造的産業を育成・強化するとともに、それらの連携により高い相乗効果

を生み出す仙台独自の創造的産業のクラスター形成の促進を図る。そのため

に、専門家を講師に迎えた勉強会の開催や、また、異業種連携による新産業

創出の取り組みに対する事業化助成などの事業を行う。

⑦仙台フィンランド健康福祉センター事業 50,142 千円（59,853 千円）

仙台フィンランド健康福祉センターを拠点として、仙台及びフィンランドの

企業、大学、利用者等の連携により、高齢者の自立支援などをテーマに、ＩＴ

などを活用した付加価値の高い健康福祉機器・サービスの研究開発、事業化を

促進する。これにより、健康福祉産業のクラスター形成とともに地域の中小企

業の国際化を図り、市民の生活の質の向上に資する。

⑧国際経済交流支援事業 16,968 千円（17,627 千円）

市内企業等による海外への事業展開を支援するため、海外への新規販路開拓

を図る企業に対して海外展示会出展費用や外国語表記の自社ホームページを

新規に作成する際の費用の一部を助成するほか、セミナーの開催等により海外

との取引や海外進出に関する情報を市内企業等に提供する。

⑨ビジターズ産業ネットワーク運営支援事業 4,500 千円（4,500 千円）

平成 16 年 12 月に発足した「仙台ビジターズ産業ネットワーク」の組織運
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営と集客商品・サービス開発の促進を支援し、仙台への集客力がある新しい商

品・サービスを開発しようとする事業者・団体・個人の方が、そのビジネスプ

ランを実現する際に、経費の一部を助成するなどの事業を行う。

⑩知的クラスター創成事業（第Ⅱ期）推進 22,401 千円（30,000 千円）

生活習慣病疾患を中心とした疾病の予防などの先進的予防健康サービスの

企画・検討を行うとともに、これを実現するための研究開発を水深することに

より市民生活の質の向上に資するとともに、関連産業の地域への集積を図る。

このため、文部科学省からの委託を受けた中核機関が事業を適切に執行できる

よう活動支援を行うとともに、関連施策の展開を図る。

（2）中小企業の経営基盤強化のための総合的支援

①中小企業支援センター事業 92,215 千円（104,800 千円）

a．企業等支援事業 13,018 千円（16,288 千円）

企業経営全般にわたってのノウハウや企業間のネットワークを有する民間

企業経験者をビジネス開発ディレクターとして登用し、支援対象企業の発掘及

び当該企業に対する助言や販路拡大のための企業紹介等を行う。

b．窓口相談事業 16,168 千円（16,440 千円）

中小企業者が抱える経営上の諸問題や新規創業希望者の創業時の課題等に

ついて、財団法人仙台市産業振興事業団の職員・相談員が相談内容の分野・段

階等に応じて問題の明確化と解決策の提示を行い、ワンストップでのサービス

を提供する。より専門的な内容の相談は、中小企業診断士や税理士等の各分野

の専門家が問題解決のアドバイスを行う。

c．専門家派遣事業 3,205 千円（2,720 千円）

仙台市中小企業支援センターにおいて、経営改善等を行い経営の向上を目指

すなどの中小企業者からの要請に応じ、登録された専門家の派遣により、必要

な診断やアドバイスを実施することで、経営目標の達成や経営上の問題の解決

を図り、市内中小企業者の効率的な経営を促す。

d．創業者支援セミナー 1,368 千円（1,610 千円）
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これから創業を考えており基本的な事業構想を有する方を対象に、創業者と

しての心構えをはじめとして、事業化に向けてのアイデアの練り上げ方や、創

業に必要な実務知識の習得などに関するセミナーを開催する。

e．経営革新セミナー 188 千円（221 千円）

経営革新や新事業展開に取り組もうとする中小企業者を対象に、自社の状況

を正しく把握するために必要な経営分析をはじめ、多角化・第二創業等の計

画・立案に至るステップの理解や、それを実効あるものとするためにどのよう

な経営改善計画にしていくかなどに関するセミナーを開催する。

f．地域 IT 活用支援事業 3,692 千円（3,692 千円）

IT 活用により業務効率化や販路拡大等の経営改善を行おうとする中小企業

者に対し、IT 活用の具体的な方法や IT 経営戦略等の策定に関する勉強会を実

施する。

g．起業育成室 1,250 千円（1,250 千円）

IT・デジタルコンテンツ分野等において今後成長が期待できる事業に取り組

む起業家等に対し、仙台駅前ビル「アエル」内に設置する起業育成室を、オフ

ィススペースとして提供する。

ｈ．地域創業者支援事業 8,068 千円（9,492 千円）

地域の新規創業者であるインキュベーション施設利用者に集中的な支援を

行うことにより新規事業化の促進を図るため、起業育成室の利用者が販路拡大

を図る上で必要な経費を助成するほか、フォローアップを目的としたセミナー

や意見交換・情報交換の場の提供などを行う。

ｉ．産学マッチング支援事業(再掲) 6,919 千円（3,149 千円）

地域連携フェロー（大学教員に委嘱）が企業を訪問して技術的課題等を抽出

し、課題解決に向けた相談や指導、共同開発を行う「御用聞き型企業訪問」を

行い、企業ニーズに即した産学連携による製品開発を行うほか、地域製造業事

業者と大学・高専等の研究機関との情報交換の場を設け、技術シーズの紹介等

を行う。 

ｊ．新事業創出支援事業(再掲) 39,240 千円（34,616 千円）

市内の大学、高専等で生まれる研究成果について、市内企業の技術移転をよ
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り一層推進するため、特定の専門分野（ハイテク・健康福祉産業等）における、

いわゆる「目利き役」として、ビジネス開発ディレクターを配置する。

ｋ．コミュニティビジネス育成事業 1,913 千円（2,250 千円）

地域課題の解決や市民ニーズの多様化に対応するとともに、地域社会や本市

経済の活性化を図るため、コミュニティビジネスの事業者や創業希望者に対し

て、必要な専門家の派遣や、創業にあたっての広報物作成に要する経費の一部

を助成するなどの支援を行う。 

ｌ．新規開業者支援事業 700 千円（新規）

開業にあたっての支援需要の高い業種に特化した「開業塾」、及び受講者各

人の課題に合わせて専門家による支援を行う「開業紺サルパック」等、総合的

に支援を行うことで、市内における開業を促進する。

m．その他中小企業総合支援事業 42,645 千円（50,837 千円）

支援対象企業の掘り起こしを目的とした調査・訪問活動や、仙台市中小企業

支援センター事務室及び仙台市情報・産業プラザ（ネ！ット U）情報化研修室

に情報機器を設置しシステム保守・運用を行うなどの事業を実施する。

②経済産業政策推進事業 11,940 千円（6,876 千円）

経営動向の調査や製造業を中心とする産業立地に係る調査、市内事業所の現

場の声の収集を行うことにより、現状に即した適切な施策展開のための基礎資

料を得る。 

③仙台市産業振興事業団運営費補助 314,086千円（308,204千円）

中小企業支援法第 7 条の規定による指定を受けた財団法人仙台市産業振興

事業団に、人件費等運営にかかる事務経費の補助を行う。

④中小企業人材確保支援事業 3,200 千円(8,500 千円）

首都圏など地元以外を含む求職者の雇用と、知名度が高くないことによって

採用活動が厳しい地元中小企業の人材確保の双方を支援するため、インターネ

ットを活用して、市内での就職を希望する求職者と企業の求人情報をそれぞれ

に提供してその橋渡しを行う。 

⑤若者求職者就業体験研修（ジョブ・トライアル）事業
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3,250 千円（3,250 千円）

若年求職者の職業に対する意識を高めるとともに早期離職などの雇用のミ

スマッチ解消を図るため、就業体験研修希望者を事前に募集し、同時に募集し

た受入企業との合同面接会によるマッチングを行う。その後、当該事業所での

就業体験研修を実施する。

⑥産業人材育成支援事業 2,579 千円（14,712 千円）

本市の産業振興に大きく寄与する産業人材の育成や今後の成長が期待でき

るコンテンツ産業の振興を図るため、東北芸術工科大学の大学院仙台スクール

に対し、場所の提供など、教育に必要な要素の一部を支援する。

⑦産業立地促進事業 175,069 千円（226,119 千円）

製造業に係る工場、研究開発施設及び都市型サービス業の立地促進（新設、

増設、市内移転）を図るため、助成金を交付する。

また、本市の立地環境を説明する PR 資料を作成し、企業訪問・展示会への

出展等による誘致活動を行うとともに、コールセンター人材養成講座などを実

施する。

⑧中小商業振興支援 20,040 千円（29,600 千円）

ａ．商店街イベント事業助成 7,550 千円（8,000 千円）

商店街振興組合等の法人や商店会等の任意団体が集客・固定客づくりに向け

たイベント事業を行う際に、その事業費の一部を助成する。

ｂ．商店街空き店舗活用事業助成 890 千円（3,000 千円）

商店街振興組合等の法人や商店会等の任意団体、及びこれらの団体と共同で

事業を実施する社会福祉法人等が、空き店舗を活用した商業施設・コミュニテ

ィ施設の運営により商店街の活性化を図る事業を行う際に、改装費及び賃借料

等に対して助成を行う。

ｃ．意欲的商業者支援事業 1,000 千円（1,000 千円）

地域商業のチャンス拡大と担い手育成のため、商業者グループ等が新たなビ

ジネスの創出又は商業環境の改善などに取り組むソフト事業や調査研究事業

を行う際に、その経費の一部を助成する。
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ｄ．商店街ブラッシュアップ事業助成 2,300 千円（7,000 千円）

都市景観の保全や、防災機能の維持向上のために、商店街振興組合等の法人

や商店会等の任意団体がアーケード、カラー舗道、街路灯、広場等を改修する

際に、その経費の一部を助成する。

ｅ．商店街情報化支援事業助成 1,000 千円（1,500 千円）

経営効率の向上や集客・販売の促進を図るため、商店街振興組合等の法人や

商店会等の任意団体が、情報化システムの導入に係る機器等の取得や、情報発

信に係る機器等の取得及びソフトウェアの開発・取得を行う場合に、その経費

の一部を助成する。

ｆ．商店街環境整備事業助成 1,000 千円（1,500 千円）

商店街がアーケードやカラー舗装などを新設する際に、その経費の一部を助

成する。

ｇ．商店街広報力強化支援事業 1,700 千円（2,000 千円）

商店街が効果的な広報のノウハウ取得を目的として研修を実施し、その結果

を踏まえて各種広報物の実践を行う場合に、その経費の一部を助成する。

ｈ．商店街地域力アップ支援事業 1,400 千円（1,200 千円）

商店街が地域の伝統や資源等を活用して行う独自の商品開発や商品力の向

上、その商店街ならではの魅力ある取り組みを行う場合に支援する。

ｉ．商店街ビジネス連携促進事業 3,200 千円（4,400 千円）

商店街が少子高齢化社会に対応していくため、生活支援サービスなど地域の

方々が望んでいる生活ニーズに対応する事業を新たな地域ビジネスとして取

り組む場合に支援する。


