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宮城県中小企業団体中央会の概要
宮城県中小企業団体中央は、主として事業協同組合をはじめとした中小企業団体を会員とし、講習会、

研修会、各種助成事業の実施、機関誌の発行等による情報提供を行うとともに、中小企業振興のため、

中小企業施策実現のための建議・要請活動など幅広い支援制度を展開しています。
❶設立支援
中小企業組合などをはじめとする様々な法人の設立を
支援します。
❷組合運営相談・サポート
認可法人である中小企業組合の運営実務に係るご相談
に対応します。
❸融資制度
中小企業組合やその構成員である中小企業における運
転資金や設備資金の調達を支援する制度として、宮城
県の実施する金融制度の紹介や、商工中金と連携して
低利の貸し付けをおこなっています。（商工中金によ
る審査があります。）
❹共済・保険制度
国が実施する中小企業向けの共済制度についてのご案
内及び活用支援を行うとともに、全国にある中央会の
会員向けに「団体保険制度」を運営しています。全国
の中央会傘下の会員事業者が加入者となるため、全国
規模のメリットを活かした低廉な保険料により充実し
た制度へのご加入が可能です。
❺情報提供
法律や諸制度の改正、国や自治体が実施する補助金等
に関する情報などを、会報、メルマガ、セミナーの実
施などによってタイムリーにご提供します。

❻補助金等の申請サポート
国や自治体が実施する補助金や助成金を活用される場
合などに、申請及びその活用計画の策定等についてサ
ポートします。
❼オーダーメイド研修の提供
研修や講習会を実施する際に、その企画内容のご相談
に応じるとともに、必要に応じて講師をご紹介します。
また、研修会等に係る費用の一部を補助する制度があ
ります。
（講師の紹介や費用の補助には一定の条件がありま
す。）
❽専門家の派遣
中小企業組合の運営等に係る様々な課題解決のため、
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小
企業診断士など、それぞれの課題に応じて専門家を派
遣しています。また、派遣に係る費用の一部を補助す
る制度があります。
（専門家の紹介や費用の補助には一定の条件がありま
す。）
❽表彰（推薦）
それぞれの業界においてふさわしい功労等のある方を、
本会から表彰するとともに、国や県による叙勲・表彰
にあたり推薦しています。



１.情報提供

企業育成情報誌【ＥＳＰＯ】発行（６回/年）

（通常号） 政府等の発表資料をはじめ、企業 経営に必要と思われる情報を掲載

（特別号） 宮城県に於ける中小企業の労働 事情を調査、掲載

発行部数 １,700部

配布先等 会員組合、会員組合 の組合員、関係行政 庁、商工会議所、市町村、
各県中央会、 情報連絡員、その他

官公需適格組合をはじめ、該当する業種の組合に情報提供して、組合員である中小企業の
受注機会の確保に努めています。



官公需適格組合証明取得組合の事例掲載



官公需適格組合証明取得組合の事例掲載



２. 証明申請及び組合運営に対する支援

令和３年度証明取得組合

■杜の都建設協同組合

証明基準 工事イ
工事の種類 土木一式工事、建築一式工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工

事、水道施設工事及び解体工事
証明基準 物品納入等

■栗原市管工事協同組合

証明基準 物品納入等

■協業組合多賀城清掃センター

証明基準 物品納入等

令和４年度証明取得組合

■宮城県造園芸協同組合

証明基準 工事イ
工事の種類 造園工事
証明基準 物品納入等

官公需適格組合の証明取得のための受注体制づくり、証明申請、組合運営等についての相談、支援を
行っています。





・会員数 ４４組合

・会員資格

宮城県内の中小企業者が供給する物
品・工事・役務等に関する国等の受注
の確保に基づく証明を受けた官公需適
格組合、又は官公需適格組合になろう
とするもので本会の趣旨に賛同するも
の。

平成９年８月に県内の適格組合、適格組合の申請を計画している組合、官公需受注を目指す組合が結
束 し、共通の課題解決に取り組むため、「宮城県官公需適格組合連絡協議会」を設立。
課題の解決に会員の総意を挙げて取り組むと共に、発注官公庁に対し、適格組合制度の陳情活動等に
よ る周知徹底、全国中小企業団体中央会を通し、国等に官公需の要望を提出、又、会員相互の情報
交換によっ て各組合の受注体制強化を図るなど、適格組合制度の実効性を確保するための活動を積
極的に展開しています。地域経済の活性化、地元中小企業育成のために、組合並びに各組合員の発展
と受注体制強化を尚一層推し進めています。

３.官公需適格組合に対する支援
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No. 組合名 共同受注業務・品目 証明区分

1赤帽宮城県軽自動車運送協同組合 定期配送、チャーター便、引越便、荷役助手、一時預かり等 －

2石巻広域管工事業協同組合
道路漏水等修繕業務、検定満期水道メーター取替業務、穿孔工事業務、
給水中止・再開等業務

工事

3石巻地区生コンクリート協同組合 生コンクリート 物品

4岩沼市管工事業協同組合 配水管・給水装置修繕工事、給水装置等包括業務委託 役務

5大崎建設業協同組合 建設工事 －

6大崎市管工事業協同組合
給水装置工事検査、水道メーター交換、メータ検針及び給水開始・休止、漏
水調査・修繕工事

役務

7大崎生コンクリート協同組合 生コンクリート 物品

8協業組合石巻浄化槽管理センター 浄化槽保守点検・下水道施設の管理・カメラ調査・洗浄 役務

9協業組合石巻廃棄物処理センター 廃棄物の収集運搬及び処理 物品

10協業組合クリーン・センター宮城 廃棄物処理、下水管更生 －

11協業組合県北清掃公社
一般廃棄物の収集運搬、下水道処理施設維持管理、浄化槽清掃及び維持管理、
農業集落排水処理施設の維持管理、産業廃棄物の運搬処理

役務

12協業組合仙台清掃公社 廃棄物処理、清掃、計量証明業務 役務

13協業組合多賀城清掃センター
一般廃棄物の収集運搬（生活系ごみ、側溝ごみ、し尿、残灰、不燃物、ダス
ト）、浄化槽の清掃

役務

14協業組合富谷環境 一般・産業廃棄物の収集運搬・処理 役務

15協業組合美里 一般廃棄物（生活系ごみ）の収集運搬 役務



No. 組合名 共同受注業務・品目 証明区分

16栗原市管工事協同組合
給水装置工事検査、水道メーター交換、メータ検針及び給水開始・休止、漏水調
査・修繕工事

役務

17気仙沼管工業協同組合
水道メーター検針業務・交換業務、開閉栓業務、給排水管漏水修繕工事、
水道漏水等受付対応業務

役務

18気仙沼清掃事業協業組合 し尿の収集運搬、浄化槽の管理 役務

19気仙沼地区生コンクリート協同組合 生コンクリート 物品

20塩釜地区資源化事業協同組合 資源物及び粗大・不燃ごみ前処理業務、資源物物品売払業務 物品

21白石クリーニング協同組合 クリーニング、福祉用具販売リース、リネンサプライ －

22全環衛生事業協同組合 廃棄物処理、下水道管維持管理、建設工事 役務/工事

23仙台印刷工業団地協同組合 宮城県等の広報誌、商業印刷物 物品

24仙台港運送事業協同組合 物品搬入・搬出、移転運搬作業・梱包 役務

25仙台自動車整備工業団地協同組合 自動車整備・販売、カーリース、レンタカー －

26仙台地区生コンクリート協同組合 生コンクリート 物品

27仙台中央印刷協同組合 印刷製本全般 物品

28多賀城市管工事業協同組合
水道管修繕等受付業務委託、水道メーター交換等業務委託、公道内配水管等修繕、
鉛製給水管解消事業に係る修繕

役務

29登米市管工事業協同組合 メーター改良業務、緊急工事等施工業務 役務

30名取市管工事業協同組合 配水管・給水装置修繕工事 役務



No. 組合名 共同受注業務・品目 証明区分

32宮城県管工業協同組合 配水管・給水装置修繕工事 工事

33宮城県交通安全施設業協同組合 道路標識設置工事、区画線設置工事 －

34宮城県スポーツ用品協同組合 スポーツ用品 －

35宮城県石油商業協同組合 石油製品(ｶﾞｿﾘﾝ・軽油・灯油・重油・潤滑油等) 物品

36宮城県畳業商工組合 新畳、畳表替 －

37宮城県電気工事工業組合 電気工事 －

38宮城県生コンクリート工業組合 生コンクリート －

39宮城県南生コンクリート協同組合 生コンクリート 物品

40宮城県引越専門協同組合 引越運搬 役務

41宮城県ビルメンテナンス協同組合 ビルメンテナンス総合管理 役務

42宮城県防疫事業協同組合 殺虫剤 物品

43宮城県北生コン協同組合 生コンクリート 物品

44杜の都建設協同組合 建設工事・施設維持管理業務、賃貸業務 役務/工事



3-1   官公需施策に関する資料の作成と提供

「中小企業の官公需施策と官公需適格組合」パンフレット ８００部作成・配布



４.建議、陳情

第７４回中小企業団体全国大会要望（案）

官公需における入札・発注後の契約価格の弾力的な見直し及び地元企業優先の徹底

・コロナ禍に加え不透明な世界情勢の影響もあり原材料や燃料等の価格高騰が著しく、そ
の動きも非常に速くなっており、特に建設関連業務等では自治体の設計単価が現状に追い
付いていない状況であり価格差を埋められない事態も生じてる。官公庁に於いては入札・
発注後の契約価格についても市況の変化に合わせ柔軟な対応措置を講じること。

・また、予算決算及び会計令第９９条においては、工事や物品購入に一定額の基準を設け
随意契約によることができる場合を規定しており、更に、同条第１項第１８号では「事業
協同組合等の保護育成のためこれらの者から直接買い入れるとき」とも明記されているが、
国等の発注にあたって中小企業庁が制度化した官公需適格組合であっても随意契約から競
争入札に移行されたとの声を耳にする。競争入札は価格の妥当性を証明する有効な手段で
ある一方で、地域の雇用創出や税収を縮小させ、地域経済全体に“負の連鎖・衰退”を誘
発しかねない危険性を持ち合わせているともいえる。中小企業・小規模事業者及び事業協
同組合等は、地域経済の牽引役であり、また、地域の実情に精通しており、地域を網羅し
た組織力を活かした迅速な対応が行えるため、自然災害等の緊急時にライフライン等の復
旧において大きな役割を果たすことも可能である。国等及び地方公共団体は、地域に対す
る貢献活動等を積極的に評価するとともに、地域の雇用や社会・経済の担い手である地元
（地場）に本社のある中小企業を一定以上優先（随意契約等）すること。

中小企業団体全国大会、全国官公需適格組合受注確保協議会を通して適宜建議陳情を実施しています。


