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第１ 報告の趣旨 

 

  宮城県では，中小企業・小規模事業者の振興を県政の最重要課題の一つとして位置付けており，

中小企業・小規模事業者を支援する施策の総合的な推進を図るために，平成２７年７月に「中小企

業・小規模企業の振興に関する条例」（以下｢条例｣という｡）を制定し，平成２８年３月，条例第２３条

第１項1に基づく「宮城県中小企業・小規模事業者振興基本計画」（以下｢基本計画｣という｡）を策定

しました。 

  策定から３年が経過し当初の計画期間の終期を迎えたことから，平成３１年３月に，平成３１年

度（令和元年度）から令和３年度までを新たな計画期間とする第二期基本計画，令和４年３月に，

令和４年度から令和６年度までを新たな計画期間とする第三期基本計画を策定したところです。 

  この報告書は，条例第２４条2に基づき，基本計画に掲げる中小企業・小規模事業者の振興に関

する施策の実施状況を検証し，公表するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1  

中小企業・小規模企業の振興に関する条例（抜粋） 
（計画の策定） 
第２３条 知事は，中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的な推進を図るため，中小企業・小規模企業
の振興に関する基本的な計画を定め，公表するものとする。 

２ 知事は，前項の計画に基づく施策の実施に当たっては，あらかじめ，中小企業・小規模企業，中小企業・小規
模企業支援団体，市町村等の意見を聴き，施策に反映するよう努めるものとする。 

2 
中小企業・小規模企業の振興に関する条例（抜粋） 
（施策の実施状況の検証） 
第２４条 知事は，前条の計画に基づく施策の実施状況を検証し，公表するものとする。 
２ 知事は，前項の検証に当たっては，中小企業・小規模企業，中小企業・小規模企業支援団体，市町村等の意見
を聴くものとする。 
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第２ 宮城県中小企業・小規模事業者振興基本計画（第二期）の概要 

 

１ はじめに 

（１）基本的事項 

〇中小企業・小規模事業者の振興に関する施策の総合的推進を図ることを目的として策定 

〇産業振興施策の各分野に関しては個別の計画が，中小企業・小規模事業者の支援のあり方な

どに関しては本計画が対応  

〇「宮城の将来ビジョン」｢宮城県震災復興計画｣を補完 

（２）計画の期間 

令和元年度から令和３年度まで（３年間） 

２ 宮城県の中小企業・小規模事業者の現状 

【社会経済情勢と宮城県の現状】 

〇本県の中小企業数の全体に占める割合は 99.8％，そのうち小規模事業者数の割合は 84.4％

で，概ね全国と同程度 

〇日本を取り巻く社会経済情勢では，円安傾向や訪日外国人旅行者の増加，ＴＰＰの発効等が

あった 

〇県の現状では，東日本大震災後の復興需要のピークアウトや有効求人倍率の高止まりの一方，

製造品出荷額の増加が見られた。 

〇東日本大震災による影響としては，失われた販路や福島第一原発事故による風評被害，沿岸

地域の人口流出や雇用のミスマッチによる人手不足がある 

                    

３ 中小企業振興のあり方について 

（１）関係機関からの主な意見 

〇震災復興に関すること  〇伴走型支援に関すること 〇人手不足に関すること 

〇生産性向上に関すること 〇事業承継に関すること  〇創業・第二創業に関すること 

〇販路開拓に関すること  〇情報伝達に関すること  〇支援団体への支援に関すること 

（２）振興施策を考える上での着眼点（５項目） 

①伴走型による切れ目のない一貫した支援を推進する 

②関係機関との連携をより一層深める 

③中小企業・小規模事業者の実情や課題などを把握する 

④事業者に対して支援施策に関する情報が確実に伝わるようにする 

⑤施策の見直しと中小企業・小規模事業者が施策を利用する際の負担軽減に配慮する 

（３）重点的な取組（６項目） 

①小規模事業者への目配りの利いた支援 

②雇用確保に向けた幅広い支援 

③事業承継対策への集中的な支援 

④地域活性化のための創業・第二創業の促進に向けた支援 

⑤販路の確保・拡大に向けた積極的な支援 

⑥沿岸地域産業の持続的発展と再生 

 

４ 具体的な施策と取組（１０の施策と取組） 

（１）経営の革新等 

〇経営の革新及び経営基盤強化 

〇創業・第二創業の支援 

〇生産性改善の支援 
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（２）国内外における販路開拓等及び受注機会の確保 

〇国内外における販路開拓及び取引拡大  

〇受注機会の確保 

（３）産学官金の連携等による技術及び新商品の開発等の促進 

〇産学官金の連携 

〇企業間の連携 

〇技術者の派遣や研究開発の推進 

（４）資金の供給の円滑化 

〇経営安定のための資金供給 

〇成長・発展のための資金供給 

〇東日本大震災からの復旧・復興に対応した資金供給 

〇金融機関等との連携強化 

（５）人材の育成及び確保並びに雇用環境の整備の促進 

〇人材の育成及び確保 

〇働き方改革の普及・啓発とワーク・ライフ・バランス 

〇生産性改善の支援 

〇外国人材の受け入れについて 

（６）産業の集積等 

〇企業立地の推進 

〇自動車関連・高度電子機械関連産業の集積及び高度化 

〇ＩＣＴの普及及び情報産業の集積促進 

〇沿岸地域産業の持続的発展と再生 

〇クリーンエネルギー等関連産業の振興 

〇産業集積のための環境整備 

（７）商業の振興等 

〇商店街の活性化 

〇被災事業者等の支援 

〇将来を見据えたまちづくり 

（８）地域資源の活用等 

〇農林水産資源を活用した中小企業・小規模事業者の振興 

〇観光資源を活用した中小企業・小規模事業者の振興 

○その他資源を活用した中小企業・小規模事業者の振興等 

（９）事業承継への支援 

〇宮城県事業承継ネットワーク等による支援 

〇宮城県事業承継・引継ぎ支援センターと連携した支援 

〇事業承継に係る制度の周知 

〇第三者による承継のための創業者育成支援 

（10）災害発生後における支援 

〇東日本大震災からの復興支援 

〇地震その他の災害の発生後の対応 

５ 計画の進行管理 

〇推進にあたっての関係機関との連携 

〇施策の展開のための情報発信 

〇実施状況の公表と基本計画の見直し 
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第３ 中小企業・小規模事業者の振興施策を考える上での着眼点を踏まえた取組 

 

宮城県中小企業・小規模事業者振興基本計画においては，県内の中小企業・小規模事業者の現

状や関係機関からの意見聴取の結果などを踏まえ，振興施策を考える上での５つの着眼点を掲げ

ている。 

令和３年度に実施した施策における，それぞれの着眼点からみた取組の状況はおおむね以下の

とおりである。 

 

 

着眼点１：伴走型による切れ目のない一貫した支援を推進する 

伴走型による支援については，関係機関との連携や専門家の活用等により，創業支援，経営相

談への対応，事業計画のブラッシュアップ支援や支援メニューの提案など，事業者のステージに

合わせた支援を実施するなど，事業者への切れ目のない対応ときめ細かな支援に取り組んだほか，

事業者を支援する関係機関の担当者による会議や研修会等を実施し，事業者に対する支援機能の

強化を図った。さらに，社会情勢の変化に対応した支援を行った。 

また，震災からの復旧・復興に関しても，補助制度における専任担当者を配置した一貫した支

援，二重債務問題での支援機関のフォローアップにより事業再建に専念できる環境を整えるなど，

事業者へ寄り添った継続的な支援に努めた。 

 

着眼点２：関係機関との連携をより一層深める 

コロナ禍においても関係機関との連携については，これまでの対面方式だけでなく，ＷＥＢを

活用するなどして，中小企業・小規模事業者の経営革新や技術開発など，それぞれの施策の実現

に向けて，行政機関をはじめ，民間企業及び関係団体，大学等学術研究機関，金融機関などで構

成される推進組織が形成・運営されたほか，関係機関による協定や覚書の締結，共同宣言の採択，

ＳＮＳへの掲載事業の相互シェアなど，課題に応じた多様な形式による連携が図られ，新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けた事業者支援においても大いに役立った。 

また，商工会や商工会議所をはじめ，（公財）みやぎ産業振興機構，よろず支援拠点など，中小

企業・小規模事業者の支援を行う関係機関等との意見交換や情報共有を積極的に行い，評価や助

言をいただきながら，県が実施する各種施策等の推進と今後の取組への反映を図った。 

 

着眼点３：中小企業・小規模事業者の実情や課題などを把握する  

多くの事業者が，新型コロナウイルス感染症の影響を受け様々な業種で多くの事業者が厳しい

経営状況に置かれており，中小企業・小規模事業者の実情や課題などの把握については，日頃の

企業訪問や相談窓口業務を通じて，個々の事業者や地域の課題・ニーズ等について丁寧な聴き取

りを行ったほか，訪問以外にもセミナーや会議を活用した情報収集，アンケートの実施など，様々

な方法で実情の把握に努めた。 

また，新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置したほか，事業者の経営相談・技術

相談に対応する場合はもとより，新製品の開発やビジネスマッチングに関する支援を行う際にも，

事業者が有する強みや課題についてヒアリングを行った上で，適切な支援策の選定や専門家の派

遣を行うなど，効果的な支援の実現に努めた。 

 

着眼点４：事業者に対して支援施策に関する情報が確実に伝わるようにする   

県の施策に関する情報を確実に事業者へ伝達することについては，県政だよりや報道機関の活

用，事業説明会の開催，関係機関と連携した施策説明会等の実施のほか，県・関係機関のウェブ

サイト・メールマガジンへの情報掲載，ＳＮＳの活用などにより，広く施策の周知を図った。ま

た，新型コロナウイルス感染症対応への支援情報を総合的にまとめた「新型コロナウイルス感染

症支援情報ナビ」を県 HP へ掲載・定期更新し，新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
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支援に活用した。 

さらに，特定の支援対象事業者に対するタイムリーな情報発信を図るため，商工団体等関係機

関の広報媒体や，業種毎の協議会における会員向けメーリングリスト等の活用のほか，企業訪問

時やコーディネーター派遣等による企業への情報提供など，確実かつ円滑な情報伝達に取り組ん

だ。 

 

着眼点５：施策の見直しと中小企業・小規模事業者が施策を利用する際の負担軽減に配慮する   

施策を利用する際の負担軽減については，事業者に対する経営指導や専門家派遣を無料で実施

できる制度を設けるなど直接的な負担軽減策を講じたほか，（公財）みやぎ産業振興機構に買い取

られた震災前債務の債務免除等について，無料の相談機関のフォローにより，被災中小企業者の

手続きに係る負担の軽減を促した。 

また，会議やセミナー等開催のほか，補助事業の申請等に係る提出書類の作成支援，商談会や

相談受付をオンラインで対応するなどにより，事業者の負担を少なくするとともに県外からも参

加や利用を可能にするなど，取組への参加促進や事業効果の向上に努めた。 
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第４ 令和３年度における施策の実施状況 

 

令和３年度においては，本県の１０部局３３課室（県教育委員会，県警察本部を含む）が１７２の

関連事業（再掲を含む事業数は２５９事業）に取り組み，その事業費は令和３度決算ベースで， 

１１４，６３２百万円（再掲を含む事業費は２２８，２１８百万円）であった。 

また，これらの事業実績について，基本計画に掲げる１０の施策ごとにとりまとめた結果は，以下

のとおりである。 

なお，計画期間中においては，６つの「重点的な取組」を特に意識して施策を展開していくことを

基本的な考え方としており，このことは以下に報告する１０の施策のほか，前述の５つの着眼点3にも

それぞれ反映している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
3 P4～5「中小企業・小規模事業者の振興施策を考える上での着眼点を踏まえた取組」参照。 

■重点的な取組  

 ① 小規模事業者への目配りの利いた支援 

② 雇用確保に向けた幅広い支援 

③ 事業承継対策への集中的な支援 

④ 地域活性化のための創業・第二創業の促進に向けた支援 

⑤ 販路の確保・拡大に向けた積極的な支援 

⑥ 沿岸地域産業の持続的発展と再生 
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１ 経営の革新等     37事業 決算額 3,521,534千円 

（重点的な取組との関連 ②④⑥ ） 

 

［施策の方向性］ 
事業再建や経営革新など，事業者の経営基盤の強化に向けた様々な相談に適切に対応できる窓口

等の枠組みを構築するとともに，事業者の成長段階に応じた伴走型支援を強化していきます。 

また，県内における創業を促進するため，創業支援拠点の人材育成や機能強化のためのネットワー
ク構築を推進します。 

 

［令和３年度における施策の実施状況］ 

 

(1)経営の革新及び経営基盤強化 

 

① 経営などに関する相談体制の整備・充実 

創業をはじめとして，経営の安定や事業再建，生産現場の改善など，様々な内容の相談に広く応じ

るため，相談窓口の設置，企業訪問のほか，各分野の専門家派遣などを実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

復興企業相談助言事業 
38,000 

（46,126） 

概要： 

【相談助言事業】 

東日本大震災で被災した中小企業を対象に，復興事業

計画の策定や経営戦略，生産管理，販売促進，マーケテ

ィング等の課題解決のために専門家を派遣し，相談・助

言等，一連の支援を実施する。 

【フォローアップ事業】 

企業支援専門員が，高度化スキーム貸付先を中心に巡

回訪問し，対象企業の財務分析を行うほか，経営上の課

題分析，支援施策等の情報提供，行政への要望の聞き取

り等を行う。また，経営上の課題については，必要に応

じて専門家を派遣し解決に向けて支援を実施する。 

 実績： 

【相談助言事業】支援件数 26者 延べ 152回 

【フォローアップ事業】支援企業数 397者 延べ 705回 

企業復興支援室 

県中小企業支援センタ

ー事業  

191,288 

（195,142） 

概要：みやぎ産業振興機構に相談員を配置し，中小企業者

等の経営上の問題に関する相談に応じたほか，民間の専

門家の派遣や受発注情報の収集・提供等により，中小企

業等の創業・経営革新，経営職強化，取引支援及び販路

拡大等について総合的な支援を行った。 

実績： 

・窓口相談件数 1,548件 

・専門家派遣 26社 92回 

・取引情報提供による成約 128件 

中小企業支援室 

水産加工業競争力強化

支援事業 

46,772 

（54,429） 

概要：震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上の

回復が遅れており，人手不足もあいまって非常に厳しい

状況に置かれているため，現状を打開し，高い競争力を

発揮するとともに，課題解決を目指す伴走型支援を実施

した。 

実績： 

・生産性改善支援 16社 

（うち，ものづくり相互研鑽活動 2社） 

・企業グループで行う経営研究支援 7グループ 

・専門家派遣 26社 73回 

中小企業支援室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

生産現場改善強化支援

事業 

34,630 

（41,285） 

概要：みやぎ産業振興機構が培った中小企業（ものづくり）

支援のノウハウを基盤として，県内中小企業・小規模事

業者に対する伴走型支援体制を拡充し，ものづくり産業

の生産現場における生産性改善等の取組を支援するとと

もに，人員配置の適正化等による経営安定化を促進した。 

実績： 

・生産性改善活動支援 11社 

・生産性向上のための設備導入等支援 10社 

・現場改善セミナー 2回開催 

中小企業支援室 

産業復興相談センター 

運営費補助事業 

2,919 

（2,921） 

概要：中小企業の経営再生や経営基盤強化に向けた各種の

対応を行うため，みやぎ産業振興機構において設置して

いる「産業復興相談センター」に対して事業費の補助を

行った。 

実績： （相談件数） 

・再生支援協議会 100 件（経営改善計画策定支援数 93

社） 

・産業復興相談センター 0件 

・事業承継・引継ぎ支援センター 604件 

・経営改善支援センター 50件 

中小企業支援室 

中小企業経営支援事業

（うち，中小企業経営

基盤強化支援事業） 

69 

(205) 

概要：経営基盤の脆弱な県内の中小企業者に対し，経営

上の課題を解決するための相談及び助言を行った。 

実績：電話や来訪による相談受付 4件 

中小企業支援室 

中小企業連携組織対策

事業 

151,373 

（153,857） 

概要：宮城県中小企業団体中央会が実施する中小企業組合

制度の普及並びに中小企業団体及び中小企業の健全な発

展を図るための指導事業を補助した。 

実績： 

・訪問指導 1,678件，窓口相談 5,346件，監査 75件 

・組合特定問題研究会 13回 

・情報誌「ＥＳＰＯ」 隔月発行 

・景気状況調査 毎月実施 

・個別専門指導 10 回，集中支援事業 40 回，講習会開催 4

回 

・移動中央会 4回，組合活性化支援事業 30回 

商工金融課 

支援機関訪問プロジェクト 
非予算 

（非予算） 

概要：平成 28年 3月の「中小企業・小規模事業者振興基本

計画」の策定を契機として，本庁内関係各課室及び各地

方振興事務所が，訪問や文書照会などにより管内の中小

企業・小規模企業支援機関との意見交換等を実施した。 

実績： 

・中小企業支援機関 9団体 

・商工会議所及び商工会 39団体 

・金融機関 7団体 

・市町村 35団体      計 90団体 

中小企業支援室 

建設産業振興支援事業 
649 

（6,680） 

概要：「第 3期みやぎ建設産業振興プラン」に基づき，担い手

の確保・育成や経営戦略の強化等に資する各種支援・啓発

等事業を展開した。 

実績： 

・建設産業振興支援講座の開催：2回（参加 51人） 

・建設業担い手確保セミナーの開催：1回（参加 20人） 

・週休 2日モデル工事発注件数：279件（発注者指定 14件， 

受注者希望 265件） 

・女性活躍推進モデル工事発注件数：41件 

・小学生と保護者の建設現場見学会の開催：1回（参加 21人） 

事業管理課 



- 9 - 

 

② 経営革新の促進支援 

今日的な経営課題にチャレンジする中小企業等の経営革新計画の承認等を行った。 
（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業経営支援事業

（うち，中小企業経営革

新事業） 

44 

（134） 

概要：今日的な経営課題にチャレンジする中小企業等の経

営革新（新たな取組による経営の向上）を，全業種にわ

たって幅広く支援するため，中小企業等経営強化法（旧：

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律）に基づ

き，中小企業等が策定した「経営革新計画」の承認等を

行った。 

実績： 

・経営革新計画承認件数 17件 

中小企業支援室 

 

③経営基盤の強化 

中小企業等の経営基盤改善を支援するため，ものづくり中小企業等の商品力強化や販売戦略策定

の支援，商工会・商工会議所等の活動支援，省エネルギー・再生可能エネルギー導入の支援等を実施

した。 
（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

知的財産活用推進事業 
144 

（711） 

概要：中小企業や生産者が知的財産の重要性を認識し，また，

知的財産を活用した競争力の強化や経営の持続的発展が

図られるよう，中小企業の経営者・担当者等を対象とした

セミナーを実施した。また，企業や公設試験研究機関等が

有する特許技術等の有効活用を図るため，特許技術移転等

の促進や事業化に向けた支援を実施した。 

実績： 

・セミナー 3回 参加者 88人 

・特許等流通実績 6件 

新産業振興課 

小規模事業経営支援事

業 

1,855,231 

（1,938,171） 

概要：地域商工業者の指導にあたる商工団体の充実強化を図

るため，商工会議所，商工会及び県商工会連合会の経営指

導員等の人件費及び経営改善普及事業等に要する経費の

補助を行った。 

実績： 

・商工会，商工会議所巡回指導・窓口指導 延べ 124,119 

 件 

・若手後継者等育成事業 延べ参加者数 1,664人 

・経営技術強化・支援事業 相談件数 424件 

・小規模企業広域活性化事業 県商工会連合会 

商工金融課 

中小企業連携組織対策

事業（再掲） 

151,373 

（153,857） 

概要：宮城県中小企業団体中央会が実施する中小企業組合制

度の普及並びに中小企業団体及び中小企業の健全な発展

を図るための指導事業を補助した。 

実績： 

・訪問指導 1,678件，窓口相談 5,346件，監査 75件 

・組合特定問題研究会 13回 

・情報誌「ＥＳＰＯ」 隔月発行 

・景気状況調査 毎月実施 

・個別専門指導 10回，集中支援事業 40回，講習会開催 4回 

・移動中央会 4回，組合活性化支援事業 30回 

商工金融課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

地域特産品等販路開拓

等支援事業 

3,968 

（4,000） 

概要：震災からの復興と小規模事業者等の持続的な発展や地

域全体の活性化を図るため，商工会，商工会議所及び県商

工会連合会が行う地域資源を活用した特産品開発や販路

開拓等に要する経費の補助を行った。 

実績：補助実績 4団体 

商工金融課 

中小企業販路開拓総合

支援事業 

29,461 

（34,846） 

概要：みやぎ産業振興機構を通じ以下の事業を実施した。 

・市場投入支援 

県内の中小企業者等が試作・開発または生産・製造する

商品・製品及び技術について，市場ニーズに適合した製

品化及び製品のブラッシュアップを図るため，マーケ

ティング専門家（委託）を活用したマーケティング調査

を行った。 

・営業力向上支援 

 外部専門家を活用した営業力向上のための指導・助言を

行い，ものづくり企業の弱みである営業力の強化を集中

的に支援することで，企業にノウハウを習得させ，販路

開拓及び販路拡大を図った。 

・引き合わせ支援 

 販路開拓ナビゲーターを活用した企業引き合わせを行

い，新たな取引機会を提供した。 

実績： 

・市場投入支援 

支援企業数 6社（国内型：5社，海外展開型：1社） 

・営業力向上支援 

支援企業数 13社 

・引き合わせ支援 

支援企業数 10社 

引き合わせ件数 83件 

成約額 421千円（令和 3年度支援企業分） 

中小企業支援室 

小規模事業者伴走型支

援体制強化事業 

9,808 

（32,732） 

概要：小規模事業者の経営計画作成から計画に基づく取組

までの指導を行う商工会・商工会議所の伴走型支援体制

を強化することにより，小規模事業者の持続的経営に向

けた販路開拓や経営革新の促進を図った。 

実績 

・セミナー  41回 

・個別指導 275回 

中小企業支援室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

取引拡大チャレンジ支

援事業 

12,992 

（20,215） 

概要：商談会等への参加やそのアフターフォローのため，

県外発注企業と取引等を行う，県内のものづくり中小企

業・小規模事業者に対して，旅費や製作費の一部を補助

し，販路開拓支援を行った。また，県内のものづくり中

小企業・小規模事業者等を対象に県内及び東京等で開催

する商談会等に必要な経費を補助し，受注機会の拡大を

図った。さらに，県内のものづくり中小企業・小規模事

業者が自社の営業活動に使用する動画を作成する際に

専門家を派遣する経費を補助し，受注機会の確保を図っ

た。 

実績 

○営業活動強化費用補助事業 

 実績：45件 2,349千円 

○商談会等開催事業 

・みやぎ広域取引商談会（オンライン形式） 

  参加企業数：219社（発注：72社 受注：147社） 

・宮城・山形・福島合同商談会  

  新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

・個別提案会 3回 

○ＷＥＢ営業活動強化費用補助事業 

 実績：20件 

中小企業支援室 

みやぎ二酸化炭素排出

削減支援事業【R3新規】 

226,596 

（294,034） 

概要：地球温暖化の防止及び県民の環境保全意識の高揚を

図るため，県内の二酸化炭素排出削減等の環境負荷の低

減に資する設備導入や研究開発等に対する補助を行っ

た。 

実績 

・高効率設備等導入 39件 

・再生可能エネルギー等設備導入 12件 

・研究開発等 1件 

環境政策課 
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④技術改善の支援 

中小企業等の競争力強化を図るため，技術相談や技術的支援，産学共同の技術開発・製品開発等の

取組を支援したほか，製品の高品質化や製造コストの削減等を図るため，機器開放や専門職員による

技術指導を実施した。 

また，次世代素材（ＣＮＦ等）の活用による産業振興を目的とした産学官からなるプロジェクトを

組織し，セミナー等を開催した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

富県宮城技術支援拠点 

整備拡充事業 

253,605 

（206,804） 

概要：地域の中小企業が単独で保有することが難しい機器等

を産業技術総合センターに設置し，ものづくりを行う地域

企業が抱える製品の高品質化，生産コストの低減，納期の

短縮化等の課題解決を図った。また，基盤技術の高度化に

よる，自動車関連産業や高度電子機械産業等の集積促進，

食料品・飲料製造業の競争力強化を図った。 

実績：（導入機器） 

・ホットプレス兼用高温炉 

・高精度 3次元形状検査システム 

・Ｘ線光電子分光装置 

・エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置 

・官能評価装置付きガスクロマトグラフ質量分析装置 

・ＣＡＥシステム 

新産業振興課 

産業技術総合センター

技術支援事業 

49,625 

(70,799) 

概要：産業技術総合センターが保有する研究成果などの技術

シーズの積極的展開を図り，県内企業で行われる新製品・

新技術の開発や生産工程の改善などに対して，技術相談か

ら施設機器開放，試験分析，技術協力（技術改善支援）な

どを行った。 

実績： 

・相談件数 4,038件  

・施設機器開放 3,153件 

・試験分析 14,543件 

・技術協力（技術改善支援） 762件 

新産業振興課 

次世代素材活用推進事

業 

7,608 

（9,683） 

概要：次世代素材（ＣＮＦ等）の活用による産業振興を目的

とした産学官からなるプロジェクトを組織し，セミナー等

の開催を通じて地域企業に対する認知度向上を図った。ま

た，用途開発や商品開発に関する分野毎の研究会を実施

し，地域企業の技術力・提案力の向上を図った。 

実績： 

・オンラインセミナー 2回開催（オンライン 111接続） 

 （うち 1回について，個別研究会を公開して開催） 

・学術機関等との共同研究 6件 

・企業の製品化へ向けた取組支援 6件 

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 

6,202 

（6,808） 

概要：学術研究機関，産業支援機関，産業団体，金融機関，

行政機関等が参画する「ＫＣみやぎ推進ネットワーク」に

おいて，産業技術総合センターを窓口として企業からの技

術相談へのワンストップ対応を行ったほか，産学共同研究

会の運営，広報活動等により，地域企業のものづくり基盤

技術の高度化を支援した。 

実績：  

・技術相談件数 884件 

・産学共同研究会 7件採択 

新産業振興課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

自動車関連産業特別 

支援事業 

37,002 

（54,944） 

概要：自動車関連産業の振興を図るため，令和 3年 7月に策

定した「みやぎ自動車産業振興ビジョン」に基づき，展示

商談会の開催等による県内企業の「受注獲得・取引創出」，

自動車技術研修等を通じた「人材創出・育成」及び新技術・

新工法研究開発等を通じた「技術開発・技術強化」などの

各種取組を支援し，自動車関連産業への新規参入及び取引

拡大を推進した。 

実績： 

・県内企業の新規受注件数 22件（平成 23年度からの累計

490件） 

・展示商談会等開催 3件 延べ 21者参加 

・自動車技術研修 延べ 21社，1団体参加 

・生産現場改善 個別支援 4 社，集合研修 6 回延べ 39 社，

セミナー開催 24社 1団体参加 

・新技術・新工法提案 4件 

・セミナー開催 2回 92名 

・人材育成補助 4社 

自動車産業 

振興室 

素材先端技術活用推進

事業 

729 

(1,881) 

概要：あらゆる産業に関わる摩擦や摩耗を扱う分野である

「表面・界面制御技術」を核として，地域内の学術機関が

有するこの分野のシーズを，産業技術総合センターが橋渡

しをして地域企業に展開することにより，製品の高性能化

や高機能化による製品の差別化，新技術導入による生産プ

ロセスの改善を推進し，地域企業の競争力強化につなげ

る。 

実績： 

・オンラインセミナー 1回開催（現地＋オンライン 74） 

・学術機関等との共同研究 6件（大学・研究機関 2件，企

業 4件） 

新産業振興課 

 

(2)創業・第二創業の支援  

創業・第二創業を支援するため，スタートアップ時に要する経費の補助，創業支援者（商工会・商

工会議所）への支援，インキュベーション施設への入居料補助，創業支援人材の育成，市町村とのネ

ットワーク構築等を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

起業家等育成支援事業 
1,494 

（2,121） 

概要：スタートアップ時における脆弱な経営基盤を支援する

ため，中小企業基盤整備機構が運営する東北大学連携型起

業家育成施設(T-Biz)に入居し，大学等との連携により起

業又は新規事業展開等を図ろうとする者に対し，施設入居

に係る賃料の補助等を行った。 

実績：補助事業者数 9事業者 

新産業振興課 

ものづくり産業振興 

起業家等育成支援事業 

2,184 

（6,000） 

概要：研究開発等を行うベンチャー企業等に対し，事務所・

研究室等として県内の賃貸物件（T-Biz を除く）への入居

に係る賃料補助を実施した。 

実績：補助事業者数 13事業者 

新産業振興課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

スタートアップ加速化

支援事業 

66,131 

（69,125） 

概要：県内における創業や第二創業及び雇用の創出を支援

するため，県内で創業等する事業者に対してスタートア

ップに要する経費への補助を行った。 

実績：補助実績：44者（新規 21者，継続 23者） 

中小企業支援室 

みやぎUIJターン起業支

援事業 

16,910 

（18,050） 

概要： UIJターンにより創業又は第二創業する者に対し，

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，経営安定まで支援を行った。 

実績：支援事業者数：5者 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（みやぎ創業支援ネッ

トワーク事業） 

1,100 

（1,100） 

概要：県内の創業支援体制を統括するコーディネーターを設

置し，県内のインキュベーションマネージャー（IM）のフ

ォローアップ及び創業支援機関，東北 IM 連携協議会等と

の連携を図り，IMの能力を最大限に発揮できる体制を整え

た。また，コーディネーターが中心となり，県内 IMのスキ

ルアップや IM 同士のネットワーク化を進めるとともに，

地域の創業支援機関等との連携を強化するなど，創業者へ

の総合的な支援が可能な創業支援機能の面的強化を推進

した。 

実績： 

・スキルアップ研修会 3回 

・地域交流会 2回 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（創業情報提供事業） 

4,829 

（5,065） 

概要：創業セミナーの開催，本県での創業に関する相談や個

別の創業計画に係る相談への対応を実施した。 

実績： 

・みやぎ創業ガイド HP，facebook による創業情報発信回数 

74回 

・創業セミナーの開催 12回 196人 

・創業相談対応 90件 

・創業対応による創業者 5人 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（創業推進連携事業） 

2,976 

（4,500） 

概要：本県での創業を推進する取組のうち，他地域の参考と

なりうる先進的・モデル的な取組を県の連携事業として実

施した。 

実績：採択事業者 2者 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（市町村創業支援ネッ

トワーク事業） 

130 

（260） 

概要：県内の市町村の創業支援担当者による市町村創業支援

ネットワークを構築し，ネットワーク内で情報共有を進め

ることにより，大都市圏で提供する情報を集約した。 

実績：市町村創業支援ネットワーク会議の開催 2回 

中小企業支援室 
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(3)生産性改善の支援 

事業者の経営力強化や人材の適正配置を図るため，専門家の派遣等による生産性改善の取組を支援

したほか，生産性向上に資する新たな設備導入について支援した。また，生産現場の改善に必要とな

る専門家の育成を図った。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

県中小企業支援センタ

ー事業（再掲） 

191,288 

（195,142） 

概要：みやぎ産業振興機構に相談員を配置し，中小企業者

等の経営上の問題に関する相談に応じたほか，民間の専

門家の派遣や受発注情報の収集・提供等により，中小企

業等の創業・経営革新，経営職強化，取引支援及び販路

拡大等について総合的な支援を行った。 

実績： 

・窓口相談件数 1,548件 

・専門家派遣 26社 92回 

・取引情報提供による成約 128件 

中小企業支援室 

自動車関連産業特別 

支援事業（再掲） 

37,002 

（54,944） 

概要：自動車関連産業の振興を図るため，令和 3年 7月に策

定した「みやぎ自動車産業振興ビジョン」に基づき，展示

商談会の開催等による県内企業の「受注獲得・取引創出」，

自動車技術研修等を通じた「人材創出・育成」及び新技術・

新工法研究開発等を通じた「技術開発・技術強化」などの

各種取組を支援し，自動車関連産業への新規参入及び取引

拡大を推進した。 

実績： 

・県内企業の新規受注件数 22件（平成 23年度からの累計

490件） 

・展示商談会等開催 3件 延べ 21者参加 

・自動車技術研修 延べ 21社，1団体参加 

・生産現場改善 個別支援 4 社，集合研修 6 回延べ 39 社，

セミナー開催 24社 1団体参加 

・新技術・新工法提案 4件 

・セミナー開催 2回 92名 

・人材育成補助 4社 

自動車産業 

振興室 

水産加工業競争力強化

支援事業（再掲） 

46,772 

（54,429） 

概要：震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上の

回復が遅れており，人手不足もあいまって非常に厳しい

状況に置かれているため，現状を打開し，高い競争力を

発揮するとともに，課題解決を目指す伴走型支援を実施

した。 

実績： 

・生産性改善支援 16社 

（うち，ものづくり相互研鑽活動 2社） 

・企業グループで行う経営研究支援 ７グループ 

・専門家派遣 26社 73回 

中小企業支援室 

生産現場改善強化支援

事業（再掲） 

34,630 

（41,285） 

概要：みやぎ産業振興機構が培った中小企業（ものづくり）

支援のノウハウを基盤として，県内中小企業・小規模事

業者に対する伴走型支援体制を拡充し，ものづくり産業

の生産現場における生産性改善等の取組を支援するとと

もに，人員配置の適正化等による経営安定化を促進した。 

実績： 

・生産性改善活動支援 11社 

・生産性向上のための設備導入等支援 10社 

・現場改善セミナー ２回開催 

中小企業支援室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎカイゼンマイス

ター育成事業 

6,000 

（－） 

概要：みやぎ産業振興機構に補助し，本事業の前身事業で

ある「ものづくりシニア指導者育成事業」の受講者や，

ものづくり企業ＯＢ等に対して，現場研修等の講座を開

設し，生産現場改善の専門家育成を実施した。 

実績： 

・育成者 3人 

・講座修了者 3名 

新産業振興課 
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２ 国内外における販路開拓等及び受注機会の確保     30事業 決算額 577,403千円 

（重点的な取組との関連 ①⑤⑥ ） 

 

［施策の方向性］ 
沿岸部はもとより，内陸部を含め県内の中小企業・小規模事業者の販路開拓及び取引拡大を図るた

め，展示会や商談会などのマッチングの機会を確保するとともに，付加価値の高い商品・サービスの
研究・開発を支援していきます。 
また，県が行う発注に関しては，中小企業・小規模事業者が入札に参加しやすい制度の整備を図り

ます。 

 

［令和 3年度における施策の実施状況］ 

 

 (1)国内外における販路開拓及び取引拡大 

 

①工業製品の販路開拓 

ものづくり中小企業等の販路開拓を支援するため，商談会の開催，展示会への出展料補助，首都圏

開拓員によるマッチング支援，優れた製品に関する情報発信等を実施するとともに，製品開発・改良

に対する技術的支援などを実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

高度電子機械産業集積 

促進事業 

43,949 

（115,278） 

概要：半導体や航空機関連，医療・エネルギー関連産業な

ど高度電子機械産業関連市場に対する県内企業の参入意

欲は非常に高いことから，取引支援や技術高度化支援を

実施した。 

実績： 

・講演会，市場・技術セミナー開催 10回 

・展示会出展支援 4回 

・ビジネスマッチング，個別あっせん等 157回 

新産業振興課 

新規参入・新産業創出等

支援事業 

63,074 

（68,678） 

概要：高度電子機械産業や自動車産業分野等での新産業創出

などを促進するため，産学官連携で実施する技術・商品開

発費用の一部を支援するとともに，川下企業等への参入等

を目指して試作開発に取り組む県内企業に対し，開発費用

の一部を助成した。 

実績： 

・地域イノベーション創出型 4件 

・成長分野参入支援型 6件 

・グループ開発型 3件 

新産業振興課 

ビジネスマッチング強

化促進事業 

15,200 

（15,200） 

概要：半導体，エネルギー等の重点分野に関し，県内企業

のさらなる取引創出・拡大を図るため，首都圏開拓員の

配置，商談会・技術シーズ提案会の開催等により，首都

圏等の大手川下企業のニーズを把握し，県内企業とのマ

ッチング機会を創出した。 

実績： 

・首都圏開拓員の配置 2 名，県内ニーズ開拓員 1 名，

県内マッチング専門員 1名（企業訪問回数：計 359回， 

 個別あっせん件数：計 104回，成約 32件） 

・商談会の開催 参加企業：29社 

・個別商談会の開催 9回 

新産業振興課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎ優れＭＯＮＯ 

発信事業 

8,500 

（8,500） 

概要：県内で製造される優れた工業製品を「みやぎ優れＭＯ

ＮＯ」に認定し，各種特典，支援策を通じて販路拡大等に

向けた取組を行うなど，産学官連携による「みやぎ優れＭ

ＯＮＯ発信事業」を展開した。  

また，認定を目指す企業に対し，技術，経営などに関す

る支援を行った。 

実績：認定製品  8製品（8社） 

新産業振興課 

自動車関連産業特別 

支援事業（再掲） 

37,002 

（54,944） 

概要：自動車関連産業の振興を図るため，令和 3年 7月に策

定した「みやぎ自動車産業振興ビジョン」に基づき，展示

商談会の開催等による県内企業の「受注獲得・取引創出」，

自動車技術研修等を通じた「人材創出・育成」及び新技術・

新工法研究開発等を通じた「技術開発・技術強化」などの

各種取組を支援し，自動車関連産業への新規参入及び取引

拡大を推進した。 

実績： 

・県内企業の新規受注件数 22件（平成 23年度からの累計

490件） 

・展示商談会等開催 3件 延べ 21者参加 

・自動車技術研修 延べ 21社，1団体参加 

・生産現場改善 個別支援 4 社，集合研修 6 回延べ 39 社，

セミナー開催 24社 1団体参加 

・新技術・新工法提案 4件 

・セミナー開催 2回 92名 

・人材育成補助 4社 

自動車産業 

振興室 

中小企業販路開拓総合

支援事業（再掲） 

29,461 

（34,846） 

概要：みやぎ産業振興機構を通じ以下の事業を実施した。 

・市場投入支援 

県内の中小企業者等が試作・開発または生産・製造する

商品・製品及び技術について，市場ニーズに適合した製

品化及び製品のブラッシュアップを図るため，マーケ

ティング専門家（委託）を活用したマーケティング調査

を行った。 

・営業力向上支援 

 外部専門家を活用した営業力向上のための指導・助言を

行い，ものづくり企業の弱みである営業力の強化を集中

的に支援することで，企業にノウハウを習得させ，販路

開拓及び販路拡大を図った。 

・引き合わせ支援 

 販路開拓ナビゲーターを活用した企業引き合わせを行

い，新たな取引機会を提供した。 

実績： 

・市場投入支援 

支援企業数 6社（国内型：5社，海外展開型：1社） 

・営業力向上支援 

支援企業数 13社 

・引き合わせ支援 

支援企業数 10社 

引き合わせ件数 83件 

成約額 421千円（令和 3年度支援企業分） 

中小企業支援室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

取引拡大チャレンジ支

援事業（再掲） 

12,992 

（20,215） 

概要：商談会等への参加やそのアフターフォローのため，

県外発注企業と取引等を行う，県内のものづくり中小企

業・小規模事業者に対して，旅費や製作費の一部を補助

し，販路開拓支援を行った。また，県内のものづくり中

小企業・小規模事業者等を対象に県内及び東京等で開催

する商談会等に必要な経費を補助し，受注機会の拡大を

図った。さらに，県内のものづくり中小企業・小規模事

業者が自社の営業活動に使用する動画を作成する際に

専門家を派遣する経費を補助し，受注機会の確保を図っ

た。 

実績 

○営業活動強化費用補助事業 

 実績：45件 2,349千円 

○商談会等開催事業 

・みやぎ広域取引商談会（オンライン形式） 

  参加企業数：219社（発注：72社 受注：147社） 

・宮城・山形・福島合同商談会  

  新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

・個別提案会 3回 

○ＷＥＢ営業活動強化費用補助事業 

 実績：20件 

中小企業支援室 

 

②食品の販路開拓 

食品製造・加工業の中小企業等の販路開拓を支援するため，商談会やセミナーの開催，マッチング

支援，商談での商品訴求力向上支援を実施したほか，アンテナショップの設置，首都圏及び関西圏に

配置した専任スタッフによる県産品の販路開拓・拡大等を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

首都圏県産品販売等拠

点運営事業 

223,240 

（216,487） 

概要：県産品の紹介・販路拡張及び観光案内・宣伝のほか，

被災した県内事業者の復興を支援するため，東京都豊島区

東池袋にある県のアンテナショップ「宮城ふるさとプラ

ザ」の運営管理を実施した。 

実績： 

・売上総額 412,578千円  1日平均売上金額 1,139千円 

・買上客数 279,692千人   1日平均買上客数 773人 

食産業振興課 

みやぎの食材バリュー

チェーン構築プロジェ

クト（商談機会創出事

業）【R3新規】 

8,187 

（8,559） 

概要：県内食品製造業者の販路開拓・拡大を支援するため，

山形県等と共同で展示・商談会を開催するとともに，首都

圏での大規模商談会（スーパーマーケット・トレードショ

ー）に宮城県ブースを出展した。 

実績： 

・おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会への参加 

（52社） 

・スーパーマーケット・トレードショーへの参加（20社） 

食産業振興課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎの食材バリュー

チェーン構築プロジェ

クト（喜ばれる商品づく

り支援事業）【R3新規】 

13,384 

（20,202） 

概要：県内食品製造業者の販路開拓・拡大を支援するため，

県内の中小企業者等が行う，地域の食材等を活用したマー

ケットイン型の「選ばれる商品づくり」や，食品ロス削減

等に資する「持続可能社会に向けた商品づくり」に要する

経費について，一部補助を行った。 

実績： 

・支援企業 10社（選ばれる商品づくり 6社，持続可能社会

に向けた商品づくり 4社。計 33商品を開発） 

食産業振興課 

 

③海外への販路拡大 

海外への販路拡大を目指す中小企業等に対する相談事業・アドバイス事業のほか，販路開拓支援，
県産食材のイメージアップ・知名度向上に係る取組への支援を実施した。 
また，経済活動を中心に海外との交流促進のための事業を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎＩＴ市場獲得 

支援・形成促進事業 

699 

（－） 

概要：情報通信関連産業において，特定分野等へ県内ＩＴ企

業の技術者を派遣し，ＯＪＴ・共同研究による知識・技術

の習得を図るとともに，震災による発注減等の影響により

売上高が減少している中小ＩＴ企業などの域外からの市

場獲得を後押しするため，首都圏等で開催される展示会へ

の出展支援（令和 2 年度より Web 展示会等への出展も対

象）及びセミナー等を開催した。 

実績： 

派遣ＯＪＴ支援事業 2社 3人派遣 

R3:新産業振興課 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 

販路拡大推進支援事業 
1,442 

（1,737） 

概要：県内商工業者の販路回復・拡大を図るため，宮城県商

工会議所連合会が実施する商談会（伊達な商談会）の開

催等に対し助成を行った。 

実績： 

・個別商談会 77 商談 成約率 37.7％（バイヤー 延べ 7 社 

サプライヤー 延べ 77社） 

・集団型商談会 101商談 成約率 23.8％（バイヤー 延べ 14

社 サプライヤー 延べ 35社） 

商工金融課 

海外事務所運営費補助

事業 

44,232 

（47,671） 

概要：ソウル事務所及び大連事務所の運営設置母体である

（公社）宮城県国際経済振興協会への事業費補助によ

り，県内企業の貿易活動・海外展開，国際観光の振興及

び文化・教育交流の促進等を通じ，県経済の活性化を図

った。 

実績： 

・ソウル事務所及び大連事務所にて，現地での情報収集等

を行い，県内企業の海外活動を支援した。 

・台湾とのオンライン商談会（県内企業 15 社，台湾企業

7社）参加、31商談実施 

 国際ビジネス 

推進室 

姉妹友好関係等を活用

した海外販路開拓事業 

― 

（6,077） 

概要：姉妹県州である米国デラウェア州との姉妹友好関係

や県人会との関係性を活かした販路開拓を実施する予

定であったが，コロナ禍の影響により実施を見送った。 

実績：新型コロナウイルス感染症の影響により実績無し。 

国際政策課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

国際協力推進事業 
― 

（1,905） 

概要：県と友好省州関係にある海外地方政府から政府職員

等を，海外研修員として受け入れる人材育成研修の実施

及び JICA 草の根技術協力事業による現地視察の実施を

予定していたが，コロナ禍の影響により実施を見送っ

た。 

実績：新型コロナウイルス感染症の影響により実績無し。 

国際政策課 

ＳＮＳを活用した情報

発信事業 

非予算 

（非予算） 

概要：外国人に宮城県の魅力を伝え，県のインバウンドを推

進するため，英語版のフェイスブックページ及びインスタ

グラム「Visit Miyagi」を運営した。 

実績： 

【フェイスブック】 

・「いいね」件数：8,167件（令和 4年 3月末現在） 

・月平均投稿数：8回  

・フォロワー：70,460人 

【インスタグラム】 

・「いいね」件数：5,938件（令和 4年 3月末現在） 

・月平均投稿数：4回 

・フォロワー：2,709人 

国際政策課 

東南アジア宮城県産品

マーケティング支援等

事業 

19,801 

（25,293） 

概要：コロナ禍による世界的な家庭食の需要拡大や，新しい

生活様式に対応した外食産業の業態変更などによる現地

のニーズを的確に捉え，ターゲット市場に対し，現地が求

める商品を現地が求めるスペック（量・価格・品質・規格）

で継続的に輸出するための支援をハンズオンにより実施。 

実績：アジア 6ヵ国（シンガポール，マレーシア，ベトナム，

タイ，香港，台湾）にて商談会等を実施し，10商品のブラ

ッシュアップを図り，14 商品：40,500 千円の成約に繋が

った。 

国際ビジネス 

推進室 

日本貿易振興機構 

仙台貿易情報センター

負担金 

12,000 

（17,000） 

概要：日本貿易振興機構(ＪＥＴＲＯ）仙台貿易情報センター

が行う事業（輸出入手続助言・指導，相手国の情報提供，各

種セミナー，統計調査，対内投資促進事業，風評被害対策事

業）に要する経費の一部を負担した。 

実績： 

・オンライン商談会等支援 9件 

・貿易相談件数 1,189回 

国際ビジネス 

推進室 

東南アジアとの経済交

流促進事業 

4,136 

（10,450） 

概要：中国による食品の輸入規制，韓国及びロシアによる水

産品の輸入規制が継続している一方，成長が続く東南アジ

ア諸国への県内企業の関心が高まっていることから，「宮

城県 ASEANビジネスアドバイザリーデスク」を設置し，ベ

トナム・マレーシア・インドネシアでの事業展開に係る各

種相談や現地における販路開拓及び進出準備等の支援を

行った。 

実績：県内企業利用件数 7社 43件 

国際ビジネス 

推進室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

東アジアとの経済交流

促進事業 

636 

（1,104） 

概要：東アジアの経済成長の中心である中国との経済交流

を促進するため,上海で商談会を開催したほか，オンライ

ンによる台湾企業とのビジネス交流の促進を図った。 

実績： 

・宮城県・上海商談会 県内企業 2社参加 

・台湾オンライン商談会 県内企業 15社,台湾企業 7社参加   

31商談実施 

国際ビジネス 

推進室 

みやぎグローバルビジ

ネス総合支援事業 

215 

（1,304） 

概要：海外ビジネスに関する専門的な知識を有するエキスパ

ートを「みやぎグローバルビジネスアドバイザー（ＧＢＡ）」

として登録し，県内企業等に対し，海外販路展開等につい

て助言・支援を行った。 

実績： 

・相談件数：7件 

国際ビジネス 

推進室 

県産食品海外ビジネス 

マッチングサポート事業 

7,112 

（15,256） 

概要：輸出に取り組む事業者のスタートアップから，海外ビ

ジネス展開の段階に応じて細やかな個別支援を実施する

とともに，特に輸出に当たって課題となる物流面の課題解

決に向けたバリューチェーンのモデル構築支援を実施。 

実績： 

・宮城県食品輸出促進協議会と連携し事業者のレベルに応じ

た輸出セミナー開催（1回） 

・JETRO等と連携した商談会開催（5回） 

・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

相談実施（148件） 

・海外バイヤーとのマッチング支援（95件） 

・海外商談会等（Web）への参加事業者に対し補助金交付（3

件：406千円） 

・バリューチェーンモデル構築事業補助金交付（1件：447千

円） 

国際ビジネス 

推進室 

仙台空港 600万人・５

万トン実現推進事業 

8,093 

(13,293) 

概要： 

・仙台空港を拠点とする LCC であるピーチ・アビエーショ

ンと連携し，新型コロナウイルスの感染拡大の影響によ

り大幅に落ち込んだ航空機利用の需要喚起を図るため，

Webを活用した広報を行った。 

・LCCの新規旅客の獲得や本県への誘客の促進を図るため，

搭乗の気軽さや身近さを周知し，仙台空港からの就航地

の魅力を紹介するためのランディングページを作成し，

当該ページへ誘引するためのディスプレイ広告の掲出等

を行った。 

実績： 

・ランディングページの制作 

公開期間：令和 4年 1月 14日～3月 4日  

・ランディングページの周知のための Web広告の配信 

ランディングページへ誘引するためのディスプレイ広告

やバナー広告の実施 

・LCC利用実態調査 

ランディングページにアクセスしたユーザー及び仙台線

搭乗者を対象としたアンケートの実施 

空港臨空地域

課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎの伝統的工芸品

産業振興事業 

2,994 

（8,453） 

概要：国及び県指定の伝統的工芸品 19 品目を中心に新商品

開発や販路拡大等の支援を行い伝統的工芸品の振興を図

った。 

実績： 

・宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金 3件 643,347円 

（産産連携による新商品開発や販路開拓・後継者育成等の

事業に対する経費の補助） 

・イベント等への支援 3件 2,348,180円 

新産業振興課 

北米及び欧州における

販路開拓・定着促進事業 

 

19,421 

(9,559) 

概要：県内事業者の欧米市場へ進出のきっかけとなる場の提

供や支援により，県産品の販路開拓・定着を促進した。 

実績： 

・米国 

① 米国シアトル都市圏等及び有望地域における県産品プ

ロモーション事業 

 米国シアトル都市圏に立地する小売店において物産展を

開催するとともに，現地のレストランで宮城県産日本酒の

プロモーションイベントを開催。 

② FSMA 対応を中心とした輸出に関するコンプライアンス

対応支援事業 

 FSMA対応セミナーを継続。オンラインセミナー１回，PCQI

フォローアップ講習会１回，IA規則応用講習会１回，アド

バイザー派遣 2日間実施。 

・欧州 

 欧州市場進出促進プロモーション事業 

 宮城の日本酒輸出促進プロジェクト「MIYAGI STYLES」と

連携した欧州（ドイツ）でのテイスティングイベント実施

や，EC サイトと連携した WEB ページ（ランディングペー

ジ）の作成。 

・越境ＥＣビジネス支援事業 

 米国向け玄米食の輸出促進デジタルプロモーション事業 

 米国での高機能玄米「金のいぶき」を中心とした玄米食の

普及による輸出促進デジタルプロモーションの実施。 

国際政策課 

ものづくり海外販路開

拓支援事業【R3新規】 

1,608 

（9,750） 

概要：ヘルスケア展示会の MEDICA2021 に宮城県ブースを確

保し,１社の出展支援を行った。海外販路開拓のために海

外渡航等を行う事業者に対する 2件の補助を実施した。 

実績： 

・補助金交付 2件 548千円 

・海外展示会出展 1件 

国際ビジネス 

推進室 
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（２）受注機会の確保 

 

 ①制度面での事業者への配慮 

地域ブロック限定型などによる発注や，入札保証金免除の規定を広く適用して地元中小企業，小規
模事業者等の受注機会の拡大を図ったほか，新商品特定随意契約制度を通じて，新たな事業分野の開
拓を図ろうとする中小事業者等を支援した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

新商品特定随意契約制

度認定事業 

25 

（127） 

概要：県の物品調達において随意契約による購入及び借り

入れが可能となる「新商品」の事業者並びに県の役務調

達において随意契約による提供を受けることが可能と

なる「新役務」の事業者を認定した。 

実績：認定事業者（商品）：6商品（5事業者） 

中小企業支援室 

地元企業の受注機会の 

確保 

非予算 

（非予算） 

概要：地域経済の活性化を図り，地元企業の受注機会を確保

するため，建設工事では地域ブロック限定型などにより発

注を行った。また，物品・役務等においても，地元企業の

受注機会の確保を図るため，地元で調達できるものは，地

元企業に発注することを基本方針とした入札制度を導入

しているほか，障害者雇用促進企業，環境配慮事業者及び

女性活躍・働き方改革推進事業者に係る物品調達等優先制

度など，障害者雇用や環境負荷の低減，女性の登用や仕事

と家庭の両立支援などに積極的に取り組む中小事業者等

を優遇する取組を実施した。 

実績： 

○建設工事契約実績（一般競争入札） 

 ・地域ブロック限定入札（複数ブロックを含む。）  

217件 7,148,326千円（全体 815件 69,284,309 千円）  

○物品調達実績 

 ・障害者雇用促進企業等    1,371件 194,829千円 

 ・環境配慮事業者       9,784件 754,429千円 

 ・女性活躍・働き方改革推進事業者  

1,509件 272,759千円 

契約課 

入札保証金の免除に関

する財務規則の改正 

非予算 

（非予算） 

概要：平成 21 年から令和 3 年度まで「入札保証金の免除の

特例に関する規則（以下「特例規則」という。）」により，

物品・役務の調達に際し，落札者が契約を締結しないおそ

れがない場合は入札保証金を免除することができること

とし，小規模企業等の受注機会の拡大を図ってきたが，令

和 4年 4月 1日付け財務規則の改正により，従来の特例規

則の内容を第 98 条第 1 項第 3 号に落とし込むこととし，

特例規則の内容を恒常的なものとした。 

契約課 
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②中小企業・小規模事業者向け契約実績の把握 

官公需法（官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律）に基づき，中小企業向契約

実績を把握するとともに，「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を周知し，中小企業の官公

需における受注機会増大を図った。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

官公需契約実績調査 
非予算 

（非予算） 

概要：官公需契約実績調査を実施し，中小企業向契約実績

を把握するとともに，毎年度閣議決定される「中小企業

者に関する国等の契約の基本方針」を周知し，中小企業

の官公需における受注機会増大を図った。 

実績：                （R3年度実績） 

官公需契約 

総実績 

うち中小企業

向契約実績 
比率 

（B）/（A）

×100 金額（A） 金額（B） 

1,338億円 995億円 74.3%  
 

中小企業支援室 
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３ 産学官金の連携等による技術及び新商品の開発等の促進     17事業 決算額 260,947千円 

（重点的な取組との関連 ④ ） 

 

［施策の方向性］ 
産学・産産連携による技術高度化支援や新技術・新商品の研究開発を促進します。また，特定

の分野における産業の基礎的な技術力が向上するような環境整備を行います。 

 

［令和 3年度における施策の実施状況］ 

 

 (1)産学官金の連携 

産学官金の連携による技術・商品開発の支援のほか，大学等との連携により起業等する者に対し,

施設入居に係る賃料の補助を行った。 

また，次世代素材（ＣＮＦ等）の活用による産業振興を目的とした産学官からなるプロジェクトを

組織し，セミナー等を開催した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

新規参入・新産業創出等

支援事業（再掲） 

63,074 

（68,678） 

概要：高度電子機械産業や自動車産業分野等での新産業創出

などを促進するため，産学官連携で実施する技術・商品開

発費用の一部を支援するとともに，川下企業等への参入等

を目指して試作開発に取り組む県内企業に対し，開発費用

の一部を助成した。 

実績： 

・地域イノベーション創出型 4件 

・成長分野参入支援型 6件 

・グループ開発型 3件 

新産業振興課 

次世代素材活用推進事

業（再掲） 

7,608 

（9,683） 

概要：次世代素材（ＣＮＦ等）の活用による産業振興を目的

とした産学官からなるプロジェクトを組織し，セミナー等

の開催を通じて地域企業に対する認知度向上を図った。ま

た，用途開発や商品開発に関する分野毎の研究会を実施

し，地域企業の技術力・提案力の向上を図った。 

実績： 

・オンラインセミナー 2回開催（オンライン 111接続） 

 （うち 1回について，個別研究会を公開して開催） 

・学術機関等との共同研究 6件 

・企業の製品化へ向けた取組支援 6件 

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（再掲） 

6,202 

（6,808） 

概要：学術研究機関，産業支援機関，産業団体，金融機関，

行政機関等が参画する「ＫＣみやぎ推進ネットワーク」に

おいて，産業技術総合センターを窓口として企業からの技

術相談へのワンストップ対応を行ったほか，産学共同研究

会の運営，広報活動等により，地域企業のものづくり基盤

技術の高度化を支援した。 

実績：  

・技術相談件数 884件 

・産学共同研究会 7件採択 

新産業振興課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

起業家等育成支援事業

（再掲） 

1,494 

（2,121） 

概要：スタートアップ時における脆弱な経営基盤を支援する

ため，中小企業基盤整備機構が運営する東北大学連携型起

業家育成施設(T-Biz)に入居し，大学等との連携により起

業又は新規事業展開等を図ろうとする者に対し，施設入居

に係る賃料の補助等を行った。 

実績：補助事業者数 9事業者 

新産業振興課 

ものづくり産業振興 

起業家等育成支援事業 

（再掲） 

2,184 

（6,000） 

概要：研究開発等を行うベンチャー企業等に対し，事務所・

研究室等として県内の賃貸物件（T-Biz を除く）への入居

に係る賃料補助を実施した。 

実績：補助事業者数 13事業者 

新産業振興課 

素材先端技術活用推進

事業（再掲） 

729 

(1,881) 

概要：あらゆる産業に関わる摩擦や摩耗を扱う分野である

「表面・界面制御技術」を核として，地域内の学術機関が

有するこの分野のシーズを，産業技術総合センターが橋渡

しをして地域企業に展開することにより，製品の高性能化

や高機能化による製品の差別化，新技術導入による生産プ

ロセスの改善を推進し，地域企業の競争力強化につなげ

る。 

実績： 

・オンラインセミナー 1回開催（現地＋オンライン 74） 

・学術機関等との共同研究 6件（大学・研究機関 2件， 

企業 4件） 

新産業振興課 
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 (2)企業間の連携 

高度電子機械産業・自動車関連産業・食品製造業等に関する企業間連携構築を強化するため，それ

に要する経費の補助やマッチング支援・技術支援等を実施した。 

 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

高度電子機械産業集積 

促進事業（再掲） 

43,949 

（115,278） 

概要：半導体や航空機関連，医療・エネルギー関連産業な

ど高度電子機械産業関連市場に対する県内企業の参入意

欲は非常に高いことから，取引支援や技術高度化支援を

実施した。 

実績： 

・講演会，市場・技術セミナー開催 10回 

・展示会出展支援 4回 

・ビジネスマッチング，個別あっせん等 157回 

新産業振興課 

自動車関連産業特別 

支援事業（再掲） 

37,002 

（54,944） 

概要：自動車関連産業の振興を図るため，令和 3年 7月に策

定した「みやぎ自動車産業振興ビジョン」に基づき，展示

商談会の開催等による県内企業の「受注獲得・取引創出」，

自動車技術研修等を通じた「人材創出・育成」及び新技術・

新工法研究開発等を通じた「技術開発・技術強化」などの

各種取組を支援し，自動車関連産業への新規参入及び取引

拡大を推進した。 

実績： 

・県内企業の新規受注件数 22件（平成 23年度からの累計

490件） 

・展示商談会等開催 3件 延べ 21者参加 

・自動車技術研修 延べ 21社，1団体参加 

・生産現場改善 個別支援 4社，集合研修 6回延べ 39社， 

セミナー開催 24社 1団体参加 

・新技術・新工法提案 4件 

・セミナー開催 2回 92名 

・人材育成補助 4社 

自動車産業 

振興室 

みやぎの食材バリュー

チェーン構築プロジェ

クト（喜ばれる商品づく

り支援事業）【R3新規】 

（再掲） 

13,384 

（20,202） 

概要：県内食品製造業者の販路開拓・拡大を支援するため，

県内の中小企業者等が行う，地域の食材等を活用したマー

ケットイン型の「選ばれる商品づくり」や，食品ロス削減

等に資する「持続可能社会に向けた商品づくり」に要する

経費について，一部補助を行った。 

実績： 

・支援企業 10社（選ばれる商品づくり 6社，持続可能社会

に向けた商品づくり 4社。計 33商品を開発） 

食産業振興課 
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(3)技術者の派遣や研究開発の推進 

情報関連産業において，特定分野等へのＩＣＴ技術者の派遣を支援したほか，中小企業等が抱える

技術課題解決に資する試験研究に取り組み，地域企業の技術力向上に資する支援を実施した。さらに，

地域資源や優れたアイデアを活用した新商品・新サービスを提供するための研究開発等を支援した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

地域企業競争力強化 

支援事業 

7,888 

（12,265） 

概要：産業技術総合センターが主体となり高度電子機械，

自動車関連，医療機器関連等の分野における企業等との

連携協力のもと，産業ニーズにマッチした研究開発成果

の技術移転を行い，地域企業の高付加価値製品の開発や

実用化を支援し，競争力強化を図るため，以下の研究開

発に取り組んだ。 

実績： 

・多相流シミュレーション技術の高度化研究 

・環境発電・多点センシング・ビッグデータを活用した県内

産業の高度化 

・先端技術等調査研究事業 

新産業振興課 

産業技術総合センター 

試験研究事業 

4,603 

（5,996） 

概要：自動車関連産業，高度電子機械産業，医療・健康機器

関連産業分野などで，地域企業が抱える技術課題や将来的

に必要となる技術等について，産業技術総合センターにお

いて研究開発を行い，その成果により，県内中小企業の競

争力や技術力の向上等を図った。 

実績：地域企業のニーズに即応した課題，地場産業の振興に

役立つ課題，将来の技術シーズの創出を目指した課題な

ど 18課題の研究開発に取り組んだ。 

新産業振興課 

みやぎＩＴ商品販売・ 

導入促進事業 

13,146 

（28,313） 

概要：地域産業が求めるＩＴ商品の開発を支援するととも

に，優れたＩＴ商品を認定し，その商品の販売・導入を支

援することにより，情報サービス産業の振興と地域産業の

ＩＴ化を推進した。 

実績 

・ＩＴ商品導入促進事業 

  認定 1社 1商品   補助金交付 3商品（R1・R2認定商

品） 

・ＩＴ商品開発支援事業 

 ① スタートアップ型 補助金交付 2社 2商品 

 ② 改良型 補助金交付 6社 6商品 

・ＩＴ導入マッチング支援事業 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため，令和 3年度のセ

ミナー開催は中止した。 

R3:新産業振興課 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 

みやぎＩＴ市場獲得 

支援・形成促進事業 

（再掲） 

699 

（－） 

概要：情報通信関連産業において，特定分野等へ県内ＩＴ企

業の技術者を派遣し，ＯＪＴ・共同研究による知識・技術

の習得を図るとともに，震災による発注減等の影響により

売上高が減少している中小ＩＴ企業などの域外からの市

場獲得を後押しするため，首都圏等で開催される展示会へ

の出展支援（令和 2 年度より Web 展示会等への出展も対

象）及びセミナー等を開催した。 

実績： 

派遣ＯＪＴ支援事業 2社 3人派遣 

R3:新産業振興課 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

新事業創出支援事業 
17,153 

（19,000） 

概要：「みやぎ中小企業チャレンジ応援基金事業」と連携

し，創業者や研究開発等の資金に限りがある中小企業者

を対象として，地域資源や優れたアイデアを活用した新

商品・新サービスを提供するための研究開発等を支援し

た。 

実績：補助金交付 12社（うち事業承継にかかるもの 

 0社） 

中小企業支援室 

みやぎ中小企業チャレ

ンジ応援基金事業 

H20.3に総額

53億 5千万円

の基金を造成 

概要：中小機構，県，（公財）みやぎ産業振興機構等によ

り設置された基金の運用益により，創業者や研究開発等

の資金に限りがある中小企業者を対象として，地域資源

や優れたアイデアを活用した新商品・新サービスを提供

するための研究開発等を支援した。 

実績：補助金採択  6社（うち事業承継にかかるもの  

0社） 

中小企業支援室 

みやぎ産業廃棄物３Ｒ

等推進事業（研究開発

等） 

23,861 

（31,280） 

概要：産業廃棄物の発生抑制，再使用，再資源化その他適

正な処理の促進を図るため，事業者が行う県内の産業廃

棄物の 3Ｒ等に資する研究開発等に対する補助を行っ

た。 

実績：補助件数 6件 

環境政策課 

太陽光発電を活用した

EV利用モデル等導入

促進事業【R3新規】 

17,971 

（31,000） 

概要：太陽光発電を活用した EV 利用モデル導入支援事業

費補助金及び第三者所有モデル太陽光発電導入支援事

業補助金により，事業者の太陽光発電設備の導入を支援

した。 

実績： 

・太陽光発電を活用した EV 利用モデル導入支援事業補助

金 

 2件交付（7,491千円） 

・第三者所有モデル太陽光発電導入支援事業補助金 

 5件交付（10,480千円） 

再生可能 

エネルギー室 
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４ 資金の供給の円滑化     14事業 決算額 101,269,202千円 

（重点的な取組との関連 ⑥ ） 
 

［施策の方向性］ 
経営の安定のほか，経済情勢の変化や自然災害などへの迅速な対応など，中小企業・小規模事

業者の持続的・安定的発展に寄与するため，利用しやすく，ニーズに応じた県融資制度を構築し
ていきます。また，事業規模拡大や第二創業など，成長のための資金についても積極的に支援し
ていきます。 
加えて，円滑な資金調達を支える各金融機関が，取引先である中小企業・小規模事業者に対し

て県の中小企業支援施策を積極的に情報提供できるよう，様々な機会を通じて情報交換・意見交
換ができるよう体制を構築していきます。 

 

［令和 3度における施策の実施状況］ 

 

 (1)経営安定のための資金供給 

宮城県信用保証協会が行った保証料軽減に対する減収補助を行うことで中小企業等の資金調達円
滑化・負担軽減を図るとともに，中小企業制度融資の充実や制度の周知活動を行うことで中小企業等
の資金繰り支援を実施した。 

  （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業金融対策事業 
86,351,014 

（124.137,324） 

概要：中小企業の円滑な資金繰りを支援するため，中小企業

制度融資を充実させ，中小企業の経営の安定化や成長・発

展を支援した。 

実績：令和 3年度新規融資 4,791件 90,152,401千円 

商工金融課 

宮城県信用保証協会経

営基盤強化対策事業 

155,067 

（453,000） 

概要：県制度融資を利用した中小企業者の保証料負担軽減の

ため，信用保証協会基本料率より引き下げた料率を県制度

保証料率として設定するとともに，協会に対して引き下げ

分の一部への補助を行った。 

実績： 

・通常資金分 56,921千円（補助対象融資：25,452,515千円） 

・震災対応分 6,380千円（補助対象融資：1,533,652千円） 

・富県宮城資金円滑化支援事業 885 千円（補助対象融資：

47,900千円） 

・新型コロナウイルス対応分 90,881千円（補助対象融資：

7,274,785千円） 

商工金融課 

中小企業金融対策推進費 
1,014 

（1,324） 

概要：中小企業者・小規模事業者向けの「令和 3年度版中小

企業融資制度のごあんない」などを作成し，金融機関等を

通じて事業者への施策の周知を図った。 

実績： 

・令和 3年度版中小企業融資制度のごあんない 7,500部 

・宮城県中小企業金融制度の手引き 700部 

商工金融課 
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(2)成長・発展のための資金供給 

県内に工場・研究所等を新設・増設・移設する企業に対する融資，国内外からの投資促進を行った
ほか，保証料引き下げを行うことで，中小企業等の成長・発展のための資金調達への支援を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

工業立地促進資金融資

事業 

31,793 

（200,000） 

概要：県内の工業団地等に立地しようとする企業に対し,用

地取得費を低利で融資することで県内への工場立地を促

進し,地域産業の振興及び雇用機会の拡大を図るもの。 

実績：新規貸付の実績なし（R2,R3決算額は継続貸付分） 

産業立地推進課 

企業立地資金貸付事業 
3 

（3） 

概要：県内の工業団地等に立地しようとする企業に対し，建

物や機械，設備の取得費を低利で融資することで，県内へ

の工業立地を促進し，地域産業の振興及び雇用機会の拡大

を図るもの。 

実績：新規貸付の実績なし（R2,R3決算額は運用益分） 

産業立地推進課 

富県宮城資金円滑化 

支援事業 

886 

（19,000） 

概要：県信用保証協会が自動車関連産業，高度電子機械産業，

食品製造業関連産業等に取り組む中小企業に対して実施

している信用保証料軽減による減収分を一部補助した。 

実績： 

・富県宮城資金分 458千円（補助対象融資：19,900千円） 

・“伊達な旅”整備促進資金分 428 千円（補助対象融資：

28,000千円） 

商工金融課 

中小企業高度化事業 
3,905 

（3,429,841） 

概要：中小企業者が共同して経営体質の改善，環境変化へ

の対応を図るために工業団地，ショッピングセンター等

を整備する事業及び第三セクター等が地域の中小企業

者を支援する事業に対して，長期低利の資金貸付を行う

ことにより支援するもの。 

実績： 

・高度化事業診断業務委託 2件 

・新規貸付申請（事業認定方式）に対する事業認定件数  

5件 

中小企業支援室 

外資系企業県内投資 

促進事業 

3,827 

（14,381） 

概要：海外からの対日投資を促進し，本県にメリットをも

たらす外資系企業の誘致及び県内企業の国際化・活性化

を図るため，国内外でのプロモーション活動等により本

県の投資環境を国内外に発信するとともに，海外企業と

県内企業とのビジネスマッチングの実施等の取組を行

った。 

実績： 

・海外企業と大学・県内企業とのマッチング：26件 

 国際ビジネス 

推進室 
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(3)東日本大震災からの復旧・復興に対応した資金供給 

中小企業等の東日本大震災からの復旧・復興を支援するため，金融支援や利子補給，震災に関連し

た二重債務買取を行う機関に対する出資，復旧に必要な設備等に対する導入資金の貸付を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業等グループ設

備等復旧整備資金貸付

事業 

H23・24に貸付原

資計 495 億 5 千

万円を措置済み 

概要：中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業計画の認

定を受け，復旧・復興を目指す中小企業者に対し，復旧に

必要な設備等の導入資金について長期・無利子の貸付を行

った。 

実績： 

・貸付実行 27件  

・貸付実行額 1,404,080千円 

企業復興支援室 

中小企業経営安定資金

等貸付金 

11,148,000 

（11,591,000） 

概要：震災により直接・間接の被害を受け，事業活動に支障

を来している中小企業者に対して金融支援を行い，経営の

安定化や復旧・復興を支援した。 

実績：令和 3年度新規融資 107件 1,978,047千円 

商工金融課 

宮城県信用保証協会経

営基盤強化対策事業（再

掲） 

155,067 

（453,000） 

概要：県制度融資を利用した中小企業者の保証料負担軽減の

ため，信用保証協会基本料率より引き下げた料率を県制度

保証料率として設定するとともに，協会に対して引き下げ

分の一部への補助を行った。 

実績： 

・通常資金分 56,921千円（補助対象融資：25,452,515千円） 

・震災対応分 6,380千円（補助対象融資：1,533,652千円） 

・富県宮城資金円滑化支援事業 885 千円（補助対象融資：

47,900千円） 

・新型コロナウイルス対応分 90,881 千円（補助対象融資：

7,274,785千円） 

商工金融課 

被災中小企業者対策資

金利子補給事業 

3,417,081 

（3,709,930） 

概要：東日本大震災により被災した県内中小企業者の早期の

復旧・復興を支援するため，災害関連資金の融資を受けた

中小企業者のうち一定要件を満たした者に利子補給を行

った。また，令和元年度東日本台風等により被害を受けた

中小企業者が，復旧のために借り入れた資金に市町が利子

補給を行った際，実施市町に対し補助金を交付した。さら

に，新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を受けた中

小企業者のうち一定の要件を満たした者に利子補給を行

った。 

実績： 

・震災関連資金分  388件  21,159千円 

・蔵王山火口周辺警報分  12件  106千円 

・令和元年東日本台風分 9件 268千円 

・記録的な暖冬・雪不足分 2件 617千円 

・新型コロナウイルス感染症分 32,431件 3,353,718千

円 

商工金融課 

中小企業等二重債務 

問題対策事業 

531 

（1,000） 

概要：中小企業者等の二重債務問題に対応するため，既往債

務の買い取りを行う「宮城産業復興機構」に出資し，中小

企業者等の円滑な再生を図った。 

実績： 

・宮城産業復興機構に対する管理報酬に係る出資 531千円 

商工金融課 
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 (4)金融機関等との連携強化 

金融機関との密接な情報交換，金融機関との連携を強化した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業金融対策推進費 

（再掲） 

1,014 

（1,324） 

概要：中小企業者・小規模事業者向けの「令和 3年度版中小

企業融資制度のごあんない」などを作成し，金融機関等を

通じて事業者への施策の周知を図った。 

実績： 

・令和 3年度版中小企業融資制度のごあんない 7,500部 

・宮城県中小企業金融制度の手引き 700部 

商工金融課 
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５ 人材の育成及び確保並びに雇用環境の整備の促進     61事業 決算額 1,400,366千円 

（重点的な取組との関連 ②⑥ ） 

 

［施策の方向性］ 
「宮城県における雇用の安定と定住推進協定」に基づき，宮城労働局など関係機関と連携しな

がら学校教育段階からの職業観の醸成や，専門技術の習得などの教育課程の充実等による人材の
育成を図るとともに，雇用のミスマッチをできる限り解消し，企業が求める人材と働きたい職場
のマッチングが円滑に進むよう，みやぎジョブカフェや「地学地就」コーディネーターなどによ
る各種就職支援の充実を図り，地元中小企業・小規模事業者への人材の定着を進めます。また，
ＵＩＪターン促進の取組により，県外からの人材の確保を図ります。 
さらに，働きやすい労働環境や，働きがいのある職場環境の整った企業が多くなるよう，啓発

活動などを通して仕事と生活の調和が取れた，労働環境の確保の取組を推進します。 

 

［令和 3年度における施策の実施状況］ 

 

 (1)人材の育成及び確保 

 

①人材育成に関する学校教育の充実 

高校等において，企業や大学等との連携による実践的な教育の実施や「地学地就」コーディネー

ターの配置をしたほか，宮城を支える次世代リーダーの育成，児童生徒が将来の志望や職業選択な

どに関する心構えを持つための教育を実施した。 

                                           （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

ネクストリーダー養成

塾事業 

2,990 

（3,064） 

概要：県内の中学生を対象に，知事や各界で活躍されている

方々の講話や，同世代の仲間たちとのグループワークなど

を通して，将来の夢や目標について考えてもらうきっかけ

づくりと，次代の地域を支える人材育成を目的とする。 

実績： 

・実施方法：2泊 3日の宿泊研修及び動画配信によるオンラ

イン研修 

・実施期間：[宿泊研修]令和 3年 8月 6日（金）～8日（日） 

      [オンライン研修]令和 3年 8月 20日（金）～ 

9月 20日（月祝） 

・研修内容：知事，落語家/みやぎ絆大使 林家 たい平 氏，

株式会社ティ・ディ・シー 代表取締役社長 赤羽 優子 

氏，宮城大学事業構想学群 准教授 佐々木 秀之 氏，

青山学院大学 3年生 武田 真由子 氏，七十七銀行地域

開発部 安藤 邦義 氏による講話やワークショップ等 

・参加者数：[宿泊研修]県内の中学生 32人 

      [オンライン研修]県内の中学生 35人 

共同参画社会 

推進課 

生産現場改善強化支援

事業（再掲） 

34,630 

（41,285） 

概要：みやぎ産業振興機構が培った中小企業（ものづくり）

支援のノウハウを基盤として，県内中小企業・小規模事

業者に対する伴走型支援体制を拡充し，ものづくり産業

の生産現場における生産性改善等の取組を支援するとと

もに，人員配置の適正化等による経営安定化を促進した。 

実績： 

・生産性改善活動支援 11社 

・生産性向上のための設備導入等支援 10社 

・現場改善セミナー 2回開催 

中小企業支援室 
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                                    （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎカイゼンマイス

ター育成事業（再掲） 

6,000 

（－） 

概要：みやぎ産業振興機構に補助し，本事業の前身事業で

ある「ものづくりシニア指導者育成事業」の受講者や，

ものづくり企業ＯＢ等に対して，現場研修等の講座を開

設し，生産現場改善の専門家育成を実施した。 

実績： 

・育成者 3人 

・講座修了者 3名 

新産業振興課 

産業人材養成教員研修

事業 

182 

（1,980） 

概要：工業等を担当する教員を各分野で最先端の技術・技能

を有する企業等に派遣するなどして，産業界の最新技術等

を習得させ，教員の指導力の更なる向上を図った。 

実績： 

・協力企業数：4社 

・参加高校数：3校 

・派遣型研修：実施研修数 3研修，受講者数 7人 

・招へい型研修：実施研修 1数，受講者数 7人 

教職員課 

志教育支援事業 
927 

（4,090） 

概要：2地区を指定し，各地区の担当者（小・中・高等学校，

教育事務所担当指導主事，市町村教育委員会担当者）で構

成する推進会議を年 2回開催し，実践報告や情報交換を通

して，志教育の推進を図った。各地区で実施予定だった実

践事例発表会については，新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため，中止とした。 

実績：実践事例発表会は実施できなかったものの，各推進地

区において，それぞれの事業計画に基づいた取組（職場体

験活動・地域交流活動・異校種間交流活動等）を地域の実

情に応じて実施した。またその活動については県のウェブ

ページで情報発信するとともに，各地区が報告書として冊

子にまとめ，関係機関に配布した。 

義務教育課 

高等学校「志教育」推進

事業 

1,816 

（2,071） 

概要：高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えな

がら，より良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲

的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進した。 

実績：「みやぎ高校生フォーラム」の開催 

参加者 77校（公立），1校（私立） 

高校教育課 

みやぎクラフトマン２１

事業 

4,252 

（4,880） 

概要：企業ＯＢ等の熟練技能者による指導や，高校生が現場

実習の機会をとおして実践的な知識や技術・技能に触れる

など，工業系高校生の技術力向上と地域産業を支える人材

を確保するため，企業と連携した実践的な授業等の支援を

行った。 

実績：  

・実践校 12校（私立 1校含む） 

・実践プログラム数 79件 

・対象生徒 3,900人 

・協力企業数 143社 

高校教育課 
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 （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

進路達成支援事業 
3,105 

（2,929） 

概要：就職を希望する生徒を対象とした就職ガイダンスや

模擬面接指導，保護者を対象とした就職環境等の理解促

進のためのセミナー，内定した生徒を対象とした入社準

備セミナーを実施した。 

実績： 

・就職達成セミナー 参加学校数43校 公所開催3回 

 第1期 20回 参加生徒数738人  

 第2期 1回 参加生徒数2人 

・みやぎ高校生入社準備セミナー 

 実施校23校 23回 参加生徒数1,034人 

・高校生の就職を考える保護者向けセミナー 

 実施校15校(参加校数） 2回（動画配信）  

視聴回数 129回 

・しごと応援カードの配布 14,000枚 

・企業説明会 6地区（うち1地区は台風で中止） 2,033

人 

参加企業 255社 

・就職面接会 2回 参加生徒数163人 参加企業数118社 

・高等技術専門校連携職業教育充実事業 

 参加校2校 参加生徒数3人 

高校教育課 

「地学地就」産業人材育

成事業 

35,344 

（37,864） 

概要：地域の企業と学校が連携協力し，富県宮城の将来を

支える「ものづくり人材の育成」と「県内企業への就職」

を支援するため，経済商工観光部等と連携・協働し，生

徒と企業とのマッチングを行い，職場定着の推進を図っ

た。また，県内企業からの採用相談等に対して，人手不

足の解消を支援した。 

実績： 

・「地学地就」統括コーディネーターを 1名配置 

（高校教育課，産業人材対策課） 

・「地学地就」コーディネーターを 10名配置 

（26校・4地方振興事務所） 

高校教育課 

立地企業雇用確保支援

事業 

4,275 

(2,126) 

概要：県内に新たに立地した中堅・中小企業は，地元の学

生・学校の先生・保護者等に十分に認知されておらず，

人材確保に苦慮していることから，県と立地企業が合同

で高校等を訪問し，企業の紹介をするほか，企業の動画

を制作し，高校における授業での活用やインターネット

等による情報発信を行い，認知度向上を図ることで，県

内ものづくり企業等への就職を促進しようとするもの。 

実績：  

・県と立地企業の合同による高校等への訪問 

・立地企業と県内地元企業のＰＲ動画を作成 

・ＰＲ動画を収録したＤＶＤを県内の高校 107校へ配付 

産業立地推進課 
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②産業人材の育成 

創業支援人材の育成や，高度ＩＴ人材の育成など，産学官が連携し多様な人材育成を推進するとと
もに，関係機関相互の情報共有・意見交換等を行うことで，産業人材育成の体制整備に取り組んだほ
か，学生に対する専門教育を充実させた。 

 （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

IT人材採用・育成支援事

業 

24,822 

（28,827） 

概要：学生等の県内ＩＴ企業への就業を促進するため，県内

ＩＴ産業や企業の知名度向上を目的に教育機関と連携し

て行う取組を支援するとともに，地域のＩＴ企業が必要と

しているＩＴ人材の育成確保と，第 4次産業革命に向けて

地域ＩＴ産業において不足している高度ＩＴ人材の育成

を図る。 

実績： 

１ 業界団体や県内ＩＴ企業と教育機関等との連携支援 

  業界研究講座４回，インターンシップ 2回，企業情報提

供，産学連携会議 7回，企業座談会 3回 

２ 地域高度ＩＴ技術者育成支援 

 ⑴新卒者等未経験者向け地域高度ＩＴ技術者育成 

  45日間 6社 13人 

 ⑵地域高度ＩＴ技術者育成支援 

63日間 34社 78人 

R3:新産業振興課 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 

デジタルエンジニアリン

グ高度化支援事業 

13,078 

(15,642) 

概要：ものづくりにおける新たな手法として，3 次元ＣＡＤ

や 3Ｄプリンターの活用が重要となっている現在，これら

の機器を高度に活用したものづくり（デジタルエンジニア

リング，ＤＥ）を行う技術者（デジタルエンジニア）を養

成することにより，航空機や医療，ロボット等の分野での

新規参入や新産業創出に向けた県内中小企業の競争力強

化（提案型企業の増加）を図り，もって提案能力の高いニ

ッチトップ企業が創出されることに伴う優秀なエンジニ

アの県内への定着を図った。 

実績： 

・産産業技術総合センターに「みやぎＤＥセンター」を設置

し，学術研究機関と連携しながら，デジタルエンジニアリ

ング研究会（4回）や研修及びセミナー（計 5回）を実施

したほか，ＤＥコーディネーターを配置し，県内企業が抱

える個別課題の解決や試作品の開発支援等を行い，デジタ

ルエンジニアリング技術の普及促進を図った。 

新産業振興課 

みやぎ高度電子機械人

材育成センター事業 

486 

（2,607） 

概要：意欲あふれる優秀な人材を育成し，本県立地企業及び

県内企業の若手人材を確保することにより，高度電子機械

産業の集積と振興を図るため，産学官が連携した「みやぎ

高度電子機械人材育成センター」を通じて，県内理工系大

学・高専（主に大学 3年生）の学生を対象とした実践的な

研修を実施した。 

実績： 

・5日間の研修を開催（受講者 37名，うち修了者 35名） 

新産業振興課 
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 （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎカーインテリジ

ェント人材育成センタ

ー事業 

4,097 

（10,483） 

概要：大学や高等専門学校等の学生を対象とした研修講座

等を開催し，開発系人材の育成を行った。令和３年度は，

一部講座を会場受講とオンライン受講を選択可能なハイ

ブリッド型で実施した。 

実績： 

・R3実績 6講座 約 84時間（実 13日，延べ 28日） 

・修了者数 96人 

・前々年度修了生が自動車関連企業へ就職した割合  

33.9％ 

自動車産業 

振興室 

みやぎ創業推進支援事

業（みやぎ創業支援ネ

ットワーク事業） 

（再掲） 

1,100 

（1,100） 

概要：県内の創業支援体制を統括するコーディネーターを

設置し，県内のインキュベーションマネージャー（IM）の

フォローアップ及び創業支援機関，東北 IM連携協議会等

との連携を図り，IMの能力を最大限に発揮できる体制を

整えた。また，コーディネーターが中心となり，県内 IM

のスキルアップや IM 同士のネットワーク化を進めると

ともに，地域の創業支援機関等との連携を強化するなど，

創業者への総合的な支援が可能な創業支援機能の面的強

化を推進した。 

実績： 

・スキルアップ研修会 3回 

・地域交流会 2回 

中小企業支援室 

産業人材育成プラット

フォーム推進事業 

961 

（1,437） 

概要：「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」を活用し，

県で実施する新規施策や職業能力開発計画策定の検討の

ため意見交換を行ったほか，各参画機関の取組等につい

て「見える化」による情報共有を図った。また，「圏域版

プラットフォーム」では，各圏域の実情に応じた取組と

して高等学校等向けに企業見学会等を開催した。 

実績： 

・みやぎ産業人材育成プラットフォーム 全体会議 1回  

・圏域版産業人材育成プラットフォーム 

  全体会議及びコア会議 7圏域 16回開催 

  関連事業 7圏域 35事業実施 

産業人材対策課 

みやぎ・せんだい地域

人材育成協働事業プラ

ットフォーム 

非予算 

（非予算） 

概要：県内の学生に対し，県内にある就職先の多様な魅力

及び優位性を示すことで，県内に所在する大学等の卒業

生の県内就職率を向上させるとともに，県内における産

学官全体の活性化に寄与することを目的とし，みやぎの

企業発見プログラム等を実施した。 

実績： 

・プラットフォーム会議 1回 

・運営部会 3回 

・みやぎの自治体発見プログラム web閲覧者延べ 909人 

・みやぎの企業発見プログラム  web閲覧者延べ 916人 

産業人材対策課 
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 （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

雇用協定・キャリア教育

の覚書の締結 

非予算 

（非予算） 

概要：県民の暮らしの向上と若い世代の県内への定住を推し

進めるため，平成 27年 10月に「宮城県における雇用の安

定と定住推進協定」を締結し，平成 27年 10月及び平成 28

年 3月に「キャリア教育・志教育の推進に関する覚書」を

締結した。 

実績：協定の目的達成に向けて実施した事業の実績を検証す

るとともに，具体的な取組，実施方法及び数値目標等を事

業計画として策定した。 

産業人材対策課 

雇用対策課 

課題解決型インターン

シップ推進事業 

5,374 

（4,872） 

概要：県内ものづくり企業の即戦力となる人材の育成やその

魅力を参加学生が認識する機会を提供するため，実際の課

題解決を内容とする3週間以上のインターンシップを実施

した企業に補助金を助成した。 

実績：インターンシップ受入企業 17社，参加学生 30人 

産業人材対策課 

社会人との対話による

キャリア発達支援事業 

12,887 

（11,264） 

概要：県内の児童・生徒を対象とした社会人との対話プログ

ラムを通じて,勤労観・職業観を持った人材を育成すると

ともに,地域内企業の社員同士の交流機会を提供した。 

実績：NPO団体等への業務委託 8団体（小中高 34校，児童

生徒延べ 991人参加） 

産業人材対策課 

みやぎ学生×企業コミ

ュ活事業【R3新規】 

7,202 

（7,284） 

概要：県内で働く社会人との交流の場を設けることにより，

学生の視野を広げ，県内企業や県内就職についての具体的

なイメージを持たせるきっかけとし，県内企業の認知度向

上を図るとともに，県内企業への就職を促進した。 

実績： 

・みやぎ業界研究ＷＥＢセミナー 参加学生数 延べ 42人 

・学生と企業との交流イベント  参加学生数 延べ 75人 

産業人材対策課 
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③技術や資格等の習得 

情報関連産業においては組込み技術者などの養成，福祉分野においては人材確保や技能習得・就労

の支援を行ったほか，ものづくり中小企業等を支援する人材の育成事業を実施した。 
 （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

福祉・介護人材マッチング

機能強化事業 

18,572 

(18,904) 

概要：求人事業所と求職者双方のニーズを把握し，円滑な人

材参入・定着を支援するため，宮城県福祉人材センターに

配置した専門員による職場開拓や就労支援・定着支援のた

めの研修会の実施など，福祉・介護人材の安定的な確保を

推進した。 

実績： 

・職場開拓のための事業所訪問  93か所 

・若年層の福祉分野への就業促進を図るための学校訪問 

41回 

・ハローワークにおける出張相談 96回 

・就職面談会等の開催 9回 

・就労支援・定着支援のための研修会の実施 3回 

社会福祉課 

介護職員初任者研修受

講支援事業 

28,433 

（32,070） 

概要：介護事業所の人材不足に対応するため，無資格の方

を雇用し介護業務に従事させる場合に，雇用期間中の勤

務の一部として介護業務に必要な研修（介護職員初任者

研修）を受講させることで，介護業務に必要な知識･技

術の習得を図り，介護人材の育成と定着促進を図った｡ 

実績：  

・制度の活用により無資格職員への研修受講を実施した

事業所 64法人 98事業所 141人 

長寿社会政策課 

みやぎ障害者 IT サポー

ト事業 

15,181 

（15,178） 

概要：「みやぎ障害者ＩＴサポートセンター」を中核機関と

し，パソコン教室の開催，講師の派遣，ＩＴ利活用に関す

る相談対応等の支援を行うことにより，ＩＴを活用した障

害者の就労を支援し，障害者の社会参加を総合的に推進し

た。 

実績： 

・相談件数 575件 

・訪問講習 訪問回数 41回 受講者数 16人 

・ITスキルアップ講習 開催回数３９回 受講者数 187人 

障害福祉課 

就労支援事業 
422 

（573） 

概要：障害者の就労を促進するため，県庁における障害者

の就業体験の場の創出等を行った。 

実績： 

・障害者ビジネスアシスタント事業 訓練受入人数 7人 

障害福祉課 

障害福祉関係施設人材

確保支援事業 

6,433 

（8,763） 

概要：県内の障害福祉分野の人材確保・育成を図るため，

無資格の者を新たに雇用し，介護業務に従事させなが

ら，雇用期間中の勤務の一部として，介護職員初任者研

修等を受講させる事業者を支援することを目的に，研修

費用及び研修を受講している期間の代替職員相当分の

人件費への補助を行った。 

実績：25法人 65人雇用 

障害福祉課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎカイゼンマイス

ター育成事業（再掲） 

6,000 

（－） 

概要：みやぎ産業振興機構に補助し，本事業の前身事業で

ある「ものづくりシニア指導者育成事業」の受講者や，

ものづくり企業ＯＢ等に対して，現場研修等の講座を開

設し，生産現場改善の専門家育成を実施した。 

実績： 

・育成者 3人 

・講座修了者 3名 

新産業振興課 

みやぎ創業推進支援事

業（みやぎ創業支援ネッ

トワーク事業）（再掲） 

1,100 

（1,100） 

概要：県内の創業支援体制を統括するコーディネーターを設

置し，県内のインキュベーションマネージャー（IM）のフ

ォローアップ及び創業支援機関，東北 IM 連携協議会等と

の連携を図り，IMの能力を最大限に発揮できる体制を整え

た。また，コーディネーターが中心となり，県内 IMのスキ

ルアップや IM 同士のネットワーク化を進めるとともに，

地域の創業支援機関等との連携を強化するなど，創業者へ

の総合的な支援が可能な創業支援機能の面的強化を推進

した。 

実績： 

・スキルアップ研修会 3回 

・地域交流会 2回 

中小企業支援室 

離職者等再就職訓練事

業 

242,061 

（442,826） 

概要：職業転換又は新たな職業に就こうとする離職者等に対

し，ＩＴ（パソコン操作等），ＯＡ（簿記等），介護など

の分野に係る職業訓練を民間教育訓練事業者に委託して

実施した。 

実績： 

・職業訓練 開講 66コース，入校者数 1,010人(R3年度) 

・就職率  77.5％(R4.3.31現在) 

産業人材対策課 

 

④新規学卒者等に対する支援 

新規学卒者向けの企業説明会やものづくり企業に対する学生・生徒の認知度向上のためのセミナ

ー等を開催したほか，県内企業でのインターンシップの実施を支援した。 

さらに，外国人留学生の採用に係る支援を実施したほか,みやぎジョブカフェでは若者の就職・転

職をワンストップで支援した。 
 （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

若年者就職支援ワンストッ

プセンター設置事業 

56,414 

（56,811） 

概要：みやぎ若年者就職支援センター（みやぎジョブカフ

ェ）において，キャリアカウンセリング（個別就職相談）

や就職活動支援セミナー，職業紹介など，就職支援をワ

ンストップでサポートした。 

実績：利用者数 8,506人 

雇用対策課 
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 （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

ものづくり人材育成 

確保対策事業 

26,606 

（35,713） 

概要：ものづくり人材を確保するため，企業の認知度向上

や，熟練技能者による実践指導等により，学生等の県内

就職・就業や地元定着の促進を図った。 

実績： 

・高校生向けものづくり企業見学会 15回 延べ 608人 

・工業系高校生に対する熟練技能者による実践指導 79回 

 延べ 3,900人 

・高校生等キャリア教育セミナー 延べ 29回 延べ 977人 

・製造業認知度向上動画作成（小中学生向け・高校生向け） 

・ものづくり産業広報誌の発行 年 4回 各 14,000部 

産業人材対策課 

みやぎ deインターン

シップ事業 

16,667 

（17,046） 

概要：首都圏等に在住する学生や県内学生向けに，地元

企業でのインターンシップを実施することで，地元企

業への就職や地元定着を促進することにより，ものづ

くり産業を担う人材確保を支援した。 

実績：  

・インターンシップ参加学生数 延べ 149人 

・インターンシップ参加学生に対する交通費助成 

延べ 16件 120,700円 

産業人材対策課 

新規大卒者等就職援助

事業 

1,846 

（2,405） 

概要：令和 3年 12月に「業界・職種研究フォーラム」（仙

台市・宮城労働局・宮城県主催），令和 4 年 2 月に「宮

城合同就職面接会」（宮城労働局主催，宮城県・仙台市共

催），令和 4 年 3 月に「みやぎ就職ガイダンス」（宮城

県・宮城労働局・仙台市主催）を実施した。 

実績： 

・「業界・職種研究フォーラム」参加者：148名（オンライ

ン開催） 

・「宮城合同就職面接会」企業：105社（オンライン開催）  

・「みやぎ就職ガイダンス」企業：72社 参加者：102名 

雇用対策課 

高卒就職者援助事業 
1,919 

（2,054） 

概要：令和 3年 7月に「合同企業説明会（対面・WEB版）」

（宮城労働局・宮城県・仙台市主催），令和 3年 10月に

「合同就職面接会」（宮城労働局・宮城県・仙台市主催）

を実施した。 

実績： 

・合同企業説明会 

企業：252社 生徒：2,033名 

・合同就職面接会 

企業：118名 生徒：163名（うち内定 33名） 

雇用対策課 

みやぎの若者の職業的

自立支援対策事業 

1,944 

（1,990） 

概要：若年無業者の自立支援を行う地域若者サポートス

テーションが実施する支援メニューの充実を図るた

め，一部を県からの委託で実施したほか，宮城県若者

自立支援ネットワークの運営により，サポートステー

ションと関係機関の連携を図った。 

実績：  

・支援数 3機関（仙台，大崎，石巻） 

・サポートステーション利用者数 3,134人 

雇用対策課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

立地企業雇用確保支

援事業（再掲） 

4,275 

(2,126) 

概要：県内に新たに立地した中堅・中小企業は，地元の

学生・学校の先生・保護者等に十分に認知されておら

ず，人材確保に苦慮していることから，県と立地企業

が合同で高校等を訪問し，企業の紹介をするほか，企

業の動画を制作し，高校における授業での活用やイン

ターネット等による情報発信を行い，認知度向上を図

ることで，県内ものづくり企業等への就職を促進しよ

うとするもの。 

実績：  

・県と立地企業の合同による高校等への訪問 

・立地企業と県内地元企業のＰＲ動画を作成 

・ＰＲ動画を収録したＤＶＤを県内の高校 107校へ配付 

産業立地推進課 

 

 ⑤障害者に対する支援 

県内企業における障害者雇用の促進を図るため，障害者雇用に向けた企業訪問や助言等を実施し

た。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

障害者雇用プラスワン事

業 

33,791 

（34,193） 

概要：県内企業における障害者雇用の促進を図るため，企業

訪問やセミナーの開催等による普及啓発・障害者雇用に向

けた助言を行った。 

実績： 

・企業訪問による障害者雇用の普及啓発     382件 

・企業向けセミナーの開催            7回 

・出前セミナーの開催              4回 

・学校見学会の開催                         22回 

・企業と障害者就労支援機関の情報交換会     7回 

・本事業を通じた障害者の就職件数        110件 

雇用対策課 

 

 

⑥ものづくり産業における働きやすさ向上に対する支援 

ものづくり産業における働きやすさ向上のため，事業所内保育施設等の整備を支援した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

産業振興型保育施設整

備緊急加速化事業 

― 

（48,450） 

概要：ものづくり産業における働きやすさ向上のため，工業

団地内における事業所内保育施設等の整備費用の一部を

助成するもの。 

実績：令和 3年度実績なし 

子育て社会 

推進課 
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⑦ＵＩＪターン等の支援 

ＵＩＪターンを促進するため，東京都に移住相談窓口を設置し，移住・定住の情報提供・相談対応

を実施したほか，創業情報の提供,プロフェッショナル人材を雇用する企業への経費助成，プロフェ

ッショナル人材戦略マネージャーの派遣，県外学生への交通費助成等によりＵＩＪターンを支援し

た。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

移住・定住推進事業 
41,199 

（64,149） 

概要：宮城県への移住を支援するため，東京都内に移住相談

窓口「みやぎ移住サポートセンター」を設置し，移住希望

者に対する相談対応や，県内企業・市町村とのマッチング

支援等を行った。また，県内市町村・関係団体等と連携し

て，移住イベントを実施した。 

実績： 

・みやぎ移住サポートセンターの設置・運営 

相談件数 1,911件 移住決定者数 50組 

・みやぎ移住・定住推進県民会議の開催 1回 

・全市町村参加による移住イベントの開催 

参加者 153組（延べ） 

・移住定住推進連携事業 4事業 

地域振興課 

スタートアップ加速化

支援事業（再掲） 

66,131 

（69,125） 

概要：県内における創業や第二創業及び雇用の創出を支援

するため，県内で創業等する事業者に対してスタートア

ップに要する経費への補助を行った。 

実績：補助実績：44者（新規 21者，継続 23者） 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（創業情報提供事業）

（再掲） 

4,829 

（5,065） 

概要：創業セミナーの開催，本県での創業に関する相談や個

別の創業計画に係る相談への対応を実施した。 

実績： 

・みやぎ創業ガイド HP，facebook による創業情報発信回数 

74回 

・創業セミナーの開催 12回 196人 

・創業相談対応 90件 

・相談対応による創業者 5人 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（創業推進連携事業） 

（再掲） 

2,976 

（4,500） 

概要：本県での創業を推進する取組のうち，他地域の参考と

なりうる先進的・モデル的な取組を県の連携事業として実

施した。 

実績：採択事業者 2者 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（市町村創業支援ネッ

トワーク事業）（再掲） 

130 

（260） 

概要：県内の市町村の創業支援担当者による市町村創業支援

ネットワークを構築し，ネットワーク内で情報共有を進め

ることにより，大都市圏で提供する情報を集約した。 

実績：市町村創業支援ネットワーク会議の開催 2回 

中小企業支援室 

プロフェッショナル人

材戦略拠点運営事業 

57,005 

（58,979） 

概要：プロフェッショナル人材戦略拠点に配置したマネージ

ャー等が県内企業を訪問し，経営者に対して「攻めの経営」

への転換を促すとともに，その実現に必要な人材の採用に

向けて，関係機関と連携しながら支援を行った。 

実績： 

・相談件数（新規企業訪問）115件  

・成約（採用）件数 246件 

雇用対策課 

宮城ＵＩＪターン助成

金事業 

29,556 

（38,000） 

概要： ＵＩＪターンによりプロフェッショナル人材を新

規雇用またはお試し就業を行った事業者に対し，300万

円を上限に経費の一部を助成した。 

実績：支給決定事業所 15事業所（雇用数 18名） 

雇用対策課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

ＵＩＪターン学生就職

支援事業 

24,967 

（25,023） 

概要：企業の人手不足に資するため，「みやぎ IJUターン就

職支援オフィス」を東京と仙台に設置し，県内企業の求人

開拓を行い，開拓した求人の専用ホームページみやぎ移住

ガイドへの掲載，宮城県へのＵＩＪターンを希望する学生

への企業情報等の提供等，県内企業の人材確保を支援し

た。 

実績： 

登録者数：235人 

就職相談件数：1,079件 

訪問企業数：122件 

新規登録求人：340件 

就職件数：59人 

雇用対策課 

学生ＵＩＪターン支援

事業 

10,065 

（14,350） 

概要：企業の人手不足に対応するため，県外学生等を地元に

呼び戻すＵＩＪターンを促進することが必要となってお

り，その呼び水とするため，交通費助成を実施した。 

実績：交付決定件数：70件（631,800円） 

雇用対策課 

みやぎUIJターン起業支

援事業（再掲） 

16,910 

（18,050） 

概要： UIJターンにより創業又は第二創業する者に対し，

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，経営安定まで支援を行った。 

実績：支援事業者数：5者 

中小企業支援室 

みやぎ人財活躍応援セ

ンター運営事業 

【R3新規】 

120,498 

（120,000） 

概要：県の就職支援拠点である「みやぎシゴトサポーター」

を県内 4か所に設置し，集会所等での出張就職相談会の

開催や，各拠点に足を運んでもらうための趣味・興味セ

ミナーの開催により認知向上を図るとともに，ＳＮＳ等

を活用した周知により，地域の潜在的労働力を掘り起こ

し，各種セミナーや職場見学等の実施により，就職支援

を行った。また，各拠点に企業採用コンシェルジュを配

置し，企業訪問等により求人情報等の収集や求人開拓，

求人見直しに関する調整等を行った。 

実績： 

・企業訪問回数 4,176回 

・登録者数 2,230名 

・就職者数 566名 

・良質な雇用 41名 

雇用対策課 

みやぎ人財活躍フラグ

シップ企業育成事業 

【R3新規】 

19,223 

（23,000） 

概要：多様な人材の活躍を促進するため，地域企業を牽引

するフラグシップ企業の育成を目的として，17 社の伴

走支援を行い，女性活躍等のテーマによるネットワーク

の立ち上げを行った。 

実績： 

・人財活躍プラン策定数 17社 

・良質な雇用 22名 

雇用対策課 
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 (2)働き方改革の普及・啓発とワーク・ライフ・バランス 

ワーク・ライフ・バランスの普及啓発や中小企業等での職場定着率向上を図るための専門家による

助言，女性の働きやすい職場環境の整備に関する連携体制構築，男女共同参画に関するワークショッ

プ等を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

地域女性活躍推進事業 
3,151 

（4,636） 

概要：女性の活躍による地域経済の活性化や多様な地域課題

の解決に向けて，経済団体や各種団体との連携構築を目的

とした会議やセミナー等を実施した。 

実績： 

・みやぎの女性活躍促進連携会議の開催  

女性活促進会議 3回実施（うち 2回はセミナーも実施） 

・みやぎの女性活躍促進サポーター養成事業  

研修会 3回実施・66名参加，交流会 1回実施 9名参加， 

女性活躍促進ハンドブック 300部作成 

・女性活躍ネットワーク事業 ワークショップ・セミナー 

3回実施，ネットワーク会議 2回実施 

共同参画社会 

推進課 

いきいき男女共同参画

推進事業 

2,319 

（3,906） 

概要：企業等におけるポジティブ・アクションやワーク・ライ

フ・バランスについての普及啓発を図ることにより，女性も

男性も能力を発揮しやすい両立支援等の充実した職場環境

づくりを促進するとともに，キャリアアップを目指す女性

や女性の活躍促進を支援する人材の育成を図った。 

実績： 

・「女性のチカラは企業の力」普及推進セミナー  

参加企業数 60社 

・キャリアアップを目指す女性向けワークショップの開催 

2回 参加 56人 

・高校生を対象としたワークショップの開催  

3回 参加 600人 

・女性のチカラを活かす企業認証制度による認証企業数 

508社（令和 4年 3月 1日時点） 

・男性にとっての男女共同参画普及啓発ワークショップの開

催 5 回（県主催 1 回及び市町村との共催 4 回）参加 317

人（県 197人，市町村 120人）※県主催分の実績人数は 52

人（県内在住の受講者） 

共同参画社会 

推進課 

若者等人材確保・定着支

援事業 

26,098 

（―） 

概要：中小企業の人材確保及び職場定着を図るため，セミナー

を通して採用から定着まで基本的な知識及びスキルを提供

するとともに,専門家等を派遣し，求人や職場定着の課題に

ついてアドバイスを行った。 

実績： 

・支援対象企業数 310社 

・支援対象従業員数 147人 

・支援対象企業における新規採用者数 1,092人 

・支援対象企業における正社員化数 646人 

・支援対象企業における新規高卒従業員の離職率 9.0％ 

雇用対策課 

働き方改革促進事業 
6,639 

（6,365） 

概要：県内で働き方改革の取り組みをしようとする企業（宣言

企業）と既に働き方改革の取組を実施している企業（実践企

業）を募集し，専用ポータルサイト「みやぎ働き方改革応援

サイト」にて情報発信するほか，制度ロゴマークを付与する

等様々なメリットを付与した。 

実績： 

・宣言企業36社登録、実践企業21社認証 

・みやぎ働き方改革セミナーの開催（6回開催、参加者延べ 69

事業所108人） 

 なお開催後一定期間オンライン配信 

雇用対策課 
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(3)生産性改善の支援 

事業者の経営力強化や人材の適正配置を図るため，専門家の派遣等による生産性改善の取組を支援

したほか，生産性向上に資する新たな設備導入について支援した。また，生産現場の改善に必要とな

る専門家の育成を図った。 

 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

県中小企業支援センタ

ー事業（再掲） 

191,288 

（195,142） 

概要：みやぎ産業振興機構に相談員を配置し，中小企業者

等の経営上の問題に関する相談に応じたほか，民間の専

門家の派遣や受発注情報の収集・提供等により，中小企

業等の創業・経営革新，経営職強化，取引支援及び販路

拡大等について総合的な支援を行った。 

実績： 

・窓口相談件数 1,548件 

・専門家派遣 26社 92回 

・取引情報提供による成約 128件 

中小企業支援室 

自動車関連産業特別 

支援事業（再掲） 

37,002 

（54,944） 

概要：自動車関連産業の振興を図るため，平成 24 年 5 月に

策定した「みやぎ自動車産業振興プラン」に基づき，展示

商談会の開催等による県内企業の受注獲得，自動車技術研

修等を通じた人材育成及び新技術・新工法研究開発等を通

じた技術開発の促進など各種の取組を支援し，自動車関連

産業への新規参入及び取引拡大を推進した。 

実績： 

・県内企業の新規受注件数 22件（平成 23年度からの累計

490件） 

・展示商談会等開催 3件 延べ 21者参加 

・自動車技術研修 延べ 21社，1団体参加 

・生産現場改善 個別支援 4 社，集合研修 6 回延べ 39 社，

セミナー開催 24社 1団体参加 

・新技術・新工法提案 4件 

・セミナー開催 2回 92名 

・人材育成補助 4社 

自動車産業 

振興室 

水産加工業競争力強化

支援事業（再掲） 

46,772 

（54,429） 

概要：震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上の

回復が遅れており，人手不足もあいまって非常に厳しい

状況に置かれているため，現状を打開し，高い競争力を

発揮するとともに，課題解決を目指す伴走型支援を実施

した。 

実績： 

・生産性改善支援 16社 

（うち，ものづくり相互研鑽活動 2社） 

・企業グループで行う経営研究支援 7グループ 

・専門家派遣 26社 73回 

中小企業支援室 

生産現場改善強化支援

事業（再掲） 

34,630 

（41,285） 

概要：みやぎ産業振興機構が培った中小企業（ものづくり）

支援のノウハウを基盤として，県内中小企業・小規模事

業者に対する伴走型支援体制を拡充し，ものづくり産業

の生産現場における生産性改善等の取組を支援するとと

もに，人員配置の適正化等による経営安定化を促進した。 

実績： 

・生産性改善活動支援 11社 

・生産性向上のための設備導入等支援 10社 

・現場改善セミナー 2回開催 

中小企業支援室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎカイゼンマイス

ター育成事業（再掲） 

6,000 

（－） 

概要：みやぎ産業振興機構に補助し，本事業の前身事業で

ある「ものづくりシニア指導者育成事業」の受講者や，

ものづくり企業ＯＢ等に対して，現場研修等の講座を開

設し，生産現場改善の専門家育成を実施した。 

実績： 

・育成者 3人 

・講座修了者 3名 

新産業振興課 

 

 

(4)外国人材の受入れについて 

新たな外国人材受入れ制度が導入されることになったことを受け，ハローワークや外国人留学生が

在籍する専修学校等の関係機関と連携しながら，外国人材を採用する企業に向けた支援を行った。ま

た，外国人相談センターの設置など外国人県民が地域で安心して生活できるような環境整備に取り組

んだ。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

外国人材マッチング支

援事業 

16,945 

（21,000） 

概要：企業における外国人の受入環境の整備を総合的に支援

し，人手不足対策やグローバル化対応等に向けた県内企業

における外国人材の適切な活用を推進した。 

実績： 

・事業に参加した外国人材で県内企業に就職した人数（37

名） 

・外国人材バンク及び受入企業バンクの形成(外国人材 261

名，企業 116社) 

・外国人向けセミナーの実施（オンデマンド配信全 11 回，

視聴数計：333回） 

・企業向けセミナーの実施（オンデマンド配信全 6回，視聴

数計：105回） 

・合同企業説明会の実施（対面とオンラインで全３回：参加

留学生等 257名，参加企業 40社） 

・留学生による企業訪問ツアーの実施（対面で全２回：参加

留学生等 15名，参加企業 13社） 

・企業と留学生の交流会の実施(対面で全２回：参加留学生

31名，参加企業 16社） 

国際政策課 

多文化共生推進事業 
10,841 

（12,274） 

概要：「宮城県多文化共生社会推進計画」に基づき，日本人

と外国人住民の間に立ちはだかる「意識の壁」「言葉の壁」

「生活の壁」の解消を図った。 

実績： 

・多文化共生シンポジウムの開催（１回開催，参加者：57人） 

・技能実習生等との共生の地域づくり推進に係るイベント開

催（１か所，参加者計：77人） 

・みやぎ外国人相談センターの設置，運営（相談件数：302件） 

・啓発ツールの作成（民生児童委員向け啓発チラシ（5,000

枚），トートバック（250枚）） 

・多文化共生社会推進審議会の開催（２回開催，出席委員計：

17人） 

・知事と外国人県民の座談会の開催（１回開催，参加者：3人） 

・やさしい日本語研修会の開催（３回開催，参加者計：53人） 

ほか 

国際政策課 
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６ 産業の集積等     26事業 決算額 11,570,182千円 

（重点的な取組との関連 ⑤⑥ ） 

 

［施策の方向性］ 

自動車関連産業・高度電子機械産業，食品製造業などの誘致を進めるとともに，工業団地への

立地や工場等の新増設等に対する支援を行い，県内産業の活性化と雇用機会の創出を図り，中小

企業・小規模事業者の活性化を促進します。 

また，事業者間連携による新たな技術やサービスの創出を図るとともに，沿岸部については，

水産加工業をはじめとする食品産業の振興や観光と連携した取組等を進めます。 

 

［令和 3年度における施策の実施状況］ 

 

 (1)企業立地の推進 

県内に工場等を新設・増設・移設する事業者への低利融資や奨励金交付を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎ企業立地奨励金

事業 

4,202,450 

（3,875,700） 

概要：宮城県内に工場等を新設又は増設した企業に対し，

投下固定資産額及び新規雇用者数に応じて奨励金を交

付した。 

実績：奨励金交付件数 32件 

産業立地推進課 

工業立地促進資金融資

事業（再掲） 

31,793 

（200,000） 

概要：県内の工業団地等に立地しようとする企業に対し,用

地取得費を低利で融資することで県内への工場立地を促

進し,地域産業の振興及び雇用機会の拡大を図るもの。 

実績：新規貸付の実績なし（R2,R3決算額は継続貸付分） 

産業立地推進課 

立地有望業界動向調査

事業 

1,008 

（1,009） 

概要：設備投資に積極的で,県内への立地が有望と見込まれ

る企業の最新動向について,情報を持つ組織と契約して調

査等を実施した。 

実績： 

・企業の設備投資情報の提供 

・本県の投資環境に関する紹介記事の掲載 

・担当職員向け業界動向研修会の開催 

産業立地推進課 

企業立地資金貸付事業

（再掲） 

3 

（3） 

概要：県内の工業団地等に立地しようとする企業に対し，建

物や機械，設備の取得費を低利で融資することで，県内へ

の工業立地を促進し，地域産業の振興及び雇用機会の拡大

を図るもの。 

実績：新規貸付の実績なし（R2,R3決算額は運用益分） 

産業立地推進課 

工場立地基盤整備貸付

金 

― 

（800,000） 

概要：工業団地開発に積極的に取り組む市町村に対し，工

場用地造成事業に係る事業費への無利子等貸付を行うこ

とにより，新たな誘致可能産業用地造成を促すとともに，

市町村に対してみやぎ発展税の効果を還元するもの。 

実績：0件 

産業立地推進課 
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(2) 自動車関連・高度電子機械関連産業の集積及び高度化 

自動車関連産業を中心とした企業の集積を図るための誘致活動強化及び技術支援等を実施したほか，

産業技術総合センターと自動車関連産業・高度電子機械産業等に関連する企業の連携のもと，産業ニ

ーズにマッチした研究開発・技術移転等の支援を実施した。 
（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

地域企業競争力強化 

支援事業（再掲） 

7,888 

（12,265） 

概要：産業技術総合センターが主体となり高度電子機械，

自動車関連，医療機器関連等の分野における企業等との

連携協力のもと，産業ニーズにマッチした研究開発成果

の技術移転を行い，地域企業の高付加価値製品の開発や

実用化を支援し，競争力強化を図るため，以下の研究開

発に取り組んだ。 

実績： 

・多相流シミュレーション技術の高度化研究 

・環境発電・多点センシング・ビッグデータを活用した県内

産業の高度化 

・先端技術等調査研究事業 

新産業振興課 

名古屋産業立地センター

運営事業 

9,923 

（11,931） 

概要：自動車関連産業を中心とした企業の県内への集積と地

元企業の取引拡大等を一層推進するため，名古屋産業立地

センターを運営し，中京地区において本県への誘致活動等

の強化を図った。 

実績： 

・自動車関連企業を中心とした企業訪問件数 193件 

・企業立地関与件数 0件 

産業立地推進課 

自動車関連産業特別 

支援事業（再掲） 

37,002 

（54,944） 

概要：自動車関連産業の振興を図るため，平成 24 年 5 月に

策定した「みやぎ自動車産業振興プラン」に基づき，展示

商談会の開催等による県内企業の受注獲得，自動車技術研

修等を通じた人材育成及び新技術・新工法研究開発等を通

じた技術開発の促進など各種の取組を支援し，自動車関連

産業への新規参入及び取引拡大を推進した。 

実績： 

・県内企業の新規受注件数 22件（平成 23年度からの累計

490件） 

・展示商談会等開催 3件 延べ 21者参加 

・自動車技術研修 延べ 21社，1団体参加 

・生産現場改善 個別支援 4 社，集合研修 6 回延べ 39 社，

セミナー開催 24社 1団体参加 

・新技術・新工法提案 4件 

・セミナー開催 2回 92名 

・人材育成補助 4社 

自動車産業 

振興室 

高度電子機械産業集積

促進事業（再掲） 

43,949 

（115,278） 

概要：半導体や航空機関連，医療・エネルギー関連産業な

ど高度電子機械産業関連市場に対する県内企業の参入意

欲は非常に高いことから，取引支援や技術高度化支援を

実施した。 

実績： 

・講演会，市場・技術セミナー開催 10回 

・展示会出展支援 4回 

・ビジネスマッチング，個別あっせん等 157回 

新産業振興課 
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(3)ＩＣＴの普及及び情報産業の集積促進 

情報産業の集積を図るため，立地企業に対し奨励金を交付したほか，自治体情報通信関連企業誘致

担当者向け研修会を開催し，ＩＴ企業の動向収集や誘致力を養った。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

情報通信関連企業立地

促進奨励金 

17,345 

（109,655） 

概要：県内情報通信関連産業に対する技術波及や活性化に

つながる企業の県内誘致・集積に取り組んだ。 

実績：自社製品を有する開発系ＩＴ企業 4社を新たに奨励金

交付対象事業所に指定した。立地企業と地元ＩＴ企業との

協業関係も生まれ，業務獲得につながった。 

R3:新産業振興課 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 

情報通信関連企業立地

説明会開催事業 

300 

（－） 

概要：新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業見直し

によりＩＴ企業立地セミナーの開催は中止を余儀なく

された。前年度に作成したＩＴ企業向け誘致促進用品

（ダブルポケットフォルダ）を当年度も引き続き配布し

た。 

実績：ＩＴ企業向け誘致促進用品の配布先内訳［令和 3年度

まで］ 

・県外事務所：250 

・民間コワーキングスペース：100（配布依頼） 

・労働局：200（配布依頼） 

・誘致対象企業：約 80 

R3:新産業振興課 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 

ＡＩ・ＩｏＴ産業創出・

活用促進支援事業 

【R3新規】 

42,272 

（46,300） 

概要：情報通信関連産業において，県内における先進的Ａ

Ｉ・ＩｏＴビジネス創出の取組に対する支援を行った。

また，ユーザー企業のデジタル化に向けた人材育成を実

施し，デジタル技術普及を目的としたセミナーを開催し

た。 

実績： 

・先進的ＡＩ・ＩｏＴ活用ビジネス創出実証事業 採択３件 

・時代と地域が求める産業人材育成事業 18社 35名参加 

・異業種連携促進事業 セミナー開催２件 

R3:新産業振興課 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 

中小企業等デジタル化

支援事業【R3新規】 

131,459 

（158,000） 

概要：中小企業等のデジタル化に向けた底上げを図るた

め，ニーズの掘り起こしのほか，アドバイザー派遣や生

産性向上・事業拡大を目的に新たなデジタル化に取り組

む中小企業等に対して，デジタル技術を活用したサービ

ス又はシステム，ソフトウェア導入費用等の支援を行っ

た。 

実績： 

(1)加速枠   補助実績：44件 

(2)促進枠   補助実績：19件 

(3)アドバイザー派遣   48回 

 

R3: 中小企業支

援室 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 
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 (4)沿岸地域産業の持続的発展と再生 

水産加工業者の施設・設備の復旧に要する経費の補助，漁業・水産加工生産や水産物販売強化を目指す
生産者団体等の販路開拓支援やＨＡＣＣＰ普及推進のための助言・補助を実施した。 
また，みやぎ産業振興機構のものづくりノウハウを活かした生産性改善支援や企業グループによる経

営研究支援のほか事業の課題に応じた専門家による助言を行うなど，事業者に寄り添う伴走型支援を実
施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業等復旧・復興 

支援事業費補助金 

（東日本大震災による

災害に係るグループ補

助金） 

4,635,621 

（3,367,000） 

概要：県が認定する復興事業計画に基づき，被災地の中小企

業等が一体となって進める復旧整備事業について，その計

画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国と連携

して補助した。 

実績：113件 約 46.4億円 

※ 平成23～令和3年度の累計交付決定数4,485件 約2,819.6億円 

企業復興支援室 

商工金融課 

食産業振興課 

水産業振興課 

中小企業等復旧・復興

支援事業費補助金（令

和元年台風第 19 号等

による災害に係るグル

ープ補助金） 

858,173 

（260,820） 

概要：県が認定する復興事業計画に基づき，被災地の中小

企業等が一体となって進める復旧整備事業について，そ

の計画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国

と連携して補助した。 

実績：17件 約 8.6億円 

※令和元～2年度の累計交付決定数 141件 約 38.5億円 

企業復興支援室 

園芸推進課 

畜産課 

水産業基盤整備課 

林業振興課 

中小企業等復旧・復興

支援事業費補助金（令

和３年福島県沖地震に

よる災害に係るグルー

プ補助金）【R3新規】 

935,192 

(－) 

概要：県が認定する復興事業計画に基づき，被災地の中小

企業等が一体となって進める復旧整備事業について，

その計画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費

を国と連携して補助した。 

実績：68件  約 9.4億円 

企業復興支援室 

商工金融課 

食産業振興課 

畜産課 

水産業振興課 

林業振興課 

水産加工業競争力強化

支援事業（再掲） 

46,772 

（54,429） 

概要：震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上

の回復が遅れており，人手不足もあいまって非常に厳

しい状況に置かれているため，現状を打開し，高い競争

力を発揮するとともに，課題解決を目指す伴走型支援

を実施した。 

実績： 

・生産性改善支援 16社 

（うち，ものづくり相互研鑽活動 2社） 

・企業グループで行う経営研究支援 ７グループ 

・専門家派遣 26社 73回 

中小企業支援室 

「食材王国みやぎ」魅

力発信プロジェクト事

業 

29,171 

（30,000） 

概要：福島第一原発事故に伴う風評の払拭に向け，県産農

林水産物の安全性に関する正確な情報発信に努めると

ともに，雑誌等の各種媒体を活用した県産品の広報及び

飲食店フェアの実施等によるＰＲを実施した。 

実績： 

・実需者をターゲットとした情報誌への記事掲載（2回） 

・首都圏での飲食店フェアの開催（1回） 

・首都圏での小売店フェア（1回） 

・首都圏料理人，バイヤーを対象とした食材提案会の実

施（2回） 

食産業振興課 
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(5)クリーンエネルギー等関連産業の振興 

クリーンエネルギー関連産業を支援するため，クリーンエネルギーの導入に取り組む企業やクリー

ンエネルギーを利用した新たな事業に取り組む企業に対する補助を実施したほか，水素エネルギーに

関する将来の産業創出に向けた燃料電池・水素関連技術に関する研究セミナーを開催した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎ新エネルギー・

環境関連産業振興加速

化事業 

31,345 

(29,500) 

概要：環境負荷の低減と地域経済の発展の両立を図るた

め，新エネルギーをはじめとする環境関連の環境負荷低

減に資する設備，デバイス等の製品開発に対する補助を

行った。 

実績：補助件数 7件 

環境政策課 

水素エネルギー産業創

出事業 

147 

（2,200） 

概要：水素エネルギーに関する将来の産業創出に向けて,

事業者等を対象に燃料電池・水素関連技術に関するセ

ミナーを自動車産業振興室との共催で開催した。 

実績：水素・燃料電池関連産業セミナーの開催 1回 

再生可能 

エネルギー室 

みやぎ二酸化炭素排

出削減支援事業 

【R3新規】（再掲） 

226,596 

（294,034） 

概要：地球温暖化の防止及び県民の環境保全意識の高揚

を図るため，県内の二酸化炭素排出削減等の環境負荷

の低減に資する設備導入や研究開発等に対する補助を

行った。 

実績 

・高効率設備等導入 39件 

・再生可能エネルギー等設備導入 12件 

・研究開発等 1件 

環境政策課 

太陽光発電を活用した

EV利用モデル等導入

促進事業【R3新規】 

（再掲） 

17,971 

（31,000） 

概要：太陽光発電を活用した EV 利用モデル導入支援事業

費補助金及び第三者所有モデル太陽光発電導入支援事

業補助金により，事業者の太陽光発電設備の導入を支援

した。 

実績： 

・太陽光発電を活用した EV 利用モデル導入支援事業補助

金 

 2件交付（7,491千円） 

・第三者所有モデル太陽光発電導入支援事業補助金 

 5件交付（10,480千円） 

再生可能 

エネルギー室 
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(6)産業集積のための環境整備 

産業技術総合センターへの機器整備を行うことで，中小企業等の技術高度化・競争力強化を支援し

たほか，新規開発工業団地内の安全確保のための環境整備や内外からの投資促進に関する取組への支

援を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

産業振興型保育施設整

備緊急加速化事業（再

掲） 

― 

（48,450） 

概要：ものづくり産業における働きやすさ向上のため，工業

団地内における事業所内保育施設等の整備費用の一部を

助成した。 

実績：令和 3年度実績なし 

子育て社会 

推進課 

富県宮城技術支援拠点 

整備拡充事業（再掲） 

253,605 

（206,804） 

概要：地域の中小企業が単独で保有することが難しい機器等

を産業技術総合センターに設置し，ものづくりを行う地域

企業が抱える製品の高品質化，生産コストの低減，納期の

短縮化等の課題解決を図った。また，基盤技術の高度化に

よる，自動車関連産業や高度電子機械産業等の集積促進，

食料品・飲料製造業の競争力強化を図った。 

実績：（導入機器） 

・ホットプレス兼用高温炉 

・高精度 3次元形状検査システム 

・Ｘ線光電子分光装置 

・エネルギー分散型蛍光Ｘ線分析装置 

・官能評価装置付きガスクロマトグラフ質量分析装置 

・ＣＡＥシステム 

新産業振興課 

外資系企業県内投資 

促進事業（再掲） 

3,827 

（14,381） 

概要：海外からの対日投資を促進し，本県にメリットをも

たらす外資系企業の誘致及び県内企業の国際化・活性化

を図るため，国内外でのプロモーション活動等により本

県の投資環境を国内外に発信するとともに，海外企業と

県内企業とのビジネスマッチングの実施等の取組を行

った。 

実績： 

・海外企業と大学・県内企業とのマッチング：26件 

 国際ビジネス 

推進室 

「富県戦略」育成・誘致

による県内製造業の集

積促進事業（工業団地等

交通安全施設整備） 

6,370 

（6,500） 

概要：新規開発工業団地等において交通信号機の整備を行っ

た。 

実績： 整備した交通信号機 １交差点 

警察本部 

交通規制課 
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７ 商業の振興等    7事業 決算額 29,930千円 

（重点的な取組との関連 ①⑥ ） 

 

［施策の方向性］ 

商店街活動計画の策定や商工会・商工会議所への支援などにより，賑わいのあるまちづくりへ

の取組を促進し商店街を活性化させるとともに，東日本大震災により大きく低下した商業機能を

回復させるため，仮設から本格復旧に必要な施設整備等を支援します。また，大規模集客施設の

商業系の用途地域等への立地誘導などにより，コンパクトで活力あるまちづくりを側面から支援

します。 

 

［令和 3年度における施策の実施状況］ 

 

 (1)商店街の活性化 

次世代を見据えた持続的で発展的な商店街の構築を支援したほか，少子高齢化・人口減少，東日

本大震災による環境変化に対応し，発展するためのハード事業やソフト事業に取り組む商工団体等

を支援した。また，従来の商業機能を強化・補完するための新たな販売手法の取り組みへの助成を

実施した。 

                                            （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

商店街振興組合支援 

事業 

4,088 

（3,957） 

概要：宮城県商店街振興組合連合会が実施する商店街活性化

を図るための指導及び研究等の事業を補助した。 

実績： 

・商店街近代化講習会の開催 1回 

・商店街青年部・女性部研修会の開催 1回 

・商店街振興組合の歴史ブック作成とスタンプラリー開催 

・広域商店街活性化事業（隣接する商店街が連携し回遊・分

散型の「謎解きまち歩きイベント」の開催，商店街と街づ

くりを行う企業が連携し，「まちゼミ」を開催） 

商工金融課 

買い物機能強化支援事

業 

1,639 

（7,842） 

概要：商店街組織や商業者等が実施する，従来の商業機能を

強化・補完するための新たな販売手法の取組に対して費用

の一部を助成した。 

実績：支援団体 1者 

商工金融課 

次世代型商店街形成支

援事業 

5,227 

（17,000） 

概要：商店街のニーズや商店街を取り巻く環境の変化に適合

した，次世代を見据えた持続的で発展的な商店街の構築を

図るため，商店街団体等が行う商店街等活性化事業を支援

することで，地域経済の発展とコミュニティの維持を図っ

た。 

実績： 

・商店街ビジョン形成支援     2地域 

・商店街課題解決支援 ソフト事業 なし 

ハード事業 3地域 

商工金融課 

商店街ＮＥＸＴ 

リーダー創出事業 

3,759 

（6,806） 

概要：県内商店街の多くが衰退傾向を感じている中，人手不

足やリーダー不在といった課題を抱えているため，商店街

活動の新たな担い手や中心人物の創出を支援し，魅力ある

商店街の形成を促進した。 

実績： 

・商業者セミナー  修了者 5名 

・トライアル活動事業補助  6団体 

・ネットワークミーティング 参加者 45名 

商工金融課 
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(2)被災事業者等の支援 

東日本大震災で被災した店舗・設備等の復旧費用を助成した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

商業機能回復支援事業 
5,400 

（40,000） 

概要：被災した中小商業者が実施する施設・設備の復旧事業

に要する経費の一部について補助した。（東日本大震災，

令和 3年福島県沖地震） 

実績： 

・東日本大震災 1者 

・令和 3年福島県沖地震 1者 

商工金融課 

 

 

(3)将来を見据えたまちづくり 

大規模集客施設の立地誘導地域への誘導，大規模集客施設設置者の地域貢献活動の促進を図ったほ

か，小規模事業者の経営計画作成・実施に係る伴走型支援を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

コンパクトで活力ある

まちづくり支援事業費 

9 

（264） 

概要：活力ある地域経済の発展と環境負荷の少ない持続的発

展が可能な地域社会の構築に寄与することを目的として

制定された「宮城県特定大規模集客施設の立地の誘導等に

よるコンパクトで活力あるまちづくりの推進に関する条

例（通称「宮城県まちづくり条例」）」に基づき，特定大

規模集客施設の立地誘導地域への誘導や地域貢献活動の

実施の促進を図った。 

実績：宮城県特定大規模集客施設立地誘導審議会 なし 

商工金融課 

小規模事業者伴走型支

援体制強化事業 

（再掲） 

9,808 

（32,732） 

概要：小規模事業者の経営計画作成から計画に基づく取組

までの指導を行う商工会・商工会議所の伴走型支援体制

を強化することにより，小規模事業者の持続的経営に向

けた販路開拓や経営革新の促進を図った。 

実績 

・セミナー  41回 

・個別指導 275回 

中小企業支援室 
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８ 地域資源の活用等     30事業 決算額 1,614,365千円 

（重点的な取組との関連 ⑤⑥ ） 

 
［施策の方向性］ 
農林水産資源を活用した新製品の開発や販路拡大，農商工連携などの企業間連携を積極的に支援

します。また，鉄道会社や航空会社，旅行業者と連携した大型観光キャンペーンの実施，さらには
東北観光推進機構並びに北海道や東北各県等との広域連携により国内外からの観光客の誘致を積
極的に推進します。 
さらに，案内板の整備など観光客を迎え入れる環境を整えます。 

 

［令和 3年度における施策の実施状況］ 

 

 (1)農林水産資源を活用した中小企業・小規模事業者の振興 

農林水産資源を活用した新製品開発・販路拡大等の取組，６次産業化等の農商工・企業間連携の促

進に関する取組，農林水産物のブランド化や食の安全安心に関する取組に対する支援を実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

みやぎ食の安全安心県

民総参加運動事業 

433 

（1,584） 

概要：食の安全安心に係る信頼関係を構築するとともに，消

費者，生産者・事業者及び行政の連携による食の安全安心

確保のための体制整備を図った。 

実績：  

・みやぎ食の安全安心消費者モニター数 1,089人 

・みやぎ食の安全安心取組宣言者数   2,564事業者 

 ※いずれも令和 4年 3月末現在 

食と暮らしの 

安全推進課 

「食材王国みやぎ」魅力

発信プロジェクト事業

（再掲） 

29,171 

（30,000） 

概要：福島第一原発事故に伴う風評の払拭に向け，県産農林

水産物の安全性に関する正確な情報発信に努めるととも

に，雑誌等の各種媒体を活用した県産品の広報及び飲食店

フェアの実施等によるＰＲを実施した。 

実績： 

・実需者をターゲットとした情報誌への記事掲載（2回） 

・首都圏での飲食店フェアの開催（1回） 

・首都圏での小売店フェア（1回） 

・首都圏料理人，バイヤーを対象とした食材提案会の実施

（2回） 

食産業振興課 

食材王国みやぎの「食」

ブランド化推進プログ

ラム事業 

7,148 

（7,487） 

概要：ブランド化に取り組む生産者等への支援や実需者との

マッチング，食材王国みやぎフェアの開催支援等により県

産食材のブランド化を推進するとともに，トップセールス

やウェブサイトでの情報発信により，地域イメージである

「食材王国みやぎ」の全国的な定着を図った。 

実績： 

・ブランド化戦略の策定 

 「せり」の戦略 3件 「メカジキ」の戦略 3件 

・みやぎ食材出会いの旅事業 県外ホテル等対象  2件 

・食材王国みやぎフェア開催事業 県外ホテル等 15 回（延

べ 463日間） 

・地域イメージ確立推進事業 

 ウェブサイトアクセス件数 225,247件 

 インスタグラムのフォロワー数 2,149 人（令和４年３月

末現在） 

食産業振興課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

アグリビジネス経営体

確保育成事業 

97,941 

（185,412） 

概要：アグリビジネスに取り組む意欲ある農業経営体や，震

災後新たに設立された農業法人に対して，みやぎ産業振興

機構とともに支援を強化し，本県農業振興の牽引役となる

アグリビジネス経営体の育成を図った。 

実績：  

○みやぎ産業振興機構の実績 

・アグリビジネス支援室への派遣職員（2名） 

・アグリビジネスコーディネーターの設置（1名） 

・アグリビジネス次世代トップリーダー養成講座 

（延べ 13回，受講者 7人） 

・組織力向上オーダーメイド講座（１回，受講者５社） 

・販売力強化講座（受講者 5社） 

・アグリビジネス経営体育成支援（延べ 120経営体) 

・アグリビジネスステージアップ支援（20経営体，92回） 

・農産物販売ビジネス支援事業（商談会出展支援 1回 2経

営体） 

・農業法人若手・中堅社員のための社会人基礎力スキルアッ

プセミナー（4回，22経営体） 

○フードバリューチェーン構築基盤整備事業（事業実施者：

１経営体） 

○大規模園芸経営体育成事業 （事業実施者：１経営体） 

農業振興課 

みやぎの企業的園芸等 

整備モデル事業 

61,316 

(65,000) 

概要：新たな事業拡大や販路開拓などに向け，事業計画の認

定を受けた地域農業を牽引する農業生産法人等に対して，

施設・機械等の整備への補助を行った。 

実績：事業実施主体 4経営体 

園芸推進課 

みやぎの食材バリュー

チェーン構築プロジェ

クト（喜ばれる商品づく

り支援事業）（再掲）【R3

新規】 

13,384 

（20,202） 

概要：県内食品製造業者の販路開拓・拡大を支援するため，

県内の中小企業者等が行う，地域の食材等を活用したマー

ケットイン型の「選ばれる商品づくり」や，食品ロス削減

等に資する「持続可能社会に向けた商品づくり」に要する

経費について，一部補助を行った。 

実績： 

・支援企業 10社（選ばれる商品づくり 6社，持続可能社会

に向けた商品づくり 4社。計 33商品を開発） 

食産業振興課 
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 (2)観光資源を活用した中小企業・小規模事業者の振興 

仙台空港を利用する交流人口拡大の取組，現地企業や海外事務所を活用したセールスコールや個人

旅行者向けの情報発信等に取り組んだほか，通年の観光キャンペーンやイメージアップ戦略事業等を

実施した。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

沿岸部交流人口拡大モ

デル施設整備事業 

150,000 

（―） 

概要:震災により観光客入込数の回復が遅れている沿岸部

において，宿泊施設の新規立地または既存の宿泊施設の

機能拡充や観光集客施設の新規立地を図る事業者のう

ち，地域の交流人口増加に貢献する計画を持つモデル事

業者を支援した。 

実績：令和元年度に交付決定した観光集客型１事業者につ

いて，工事額の減額や延べ床面積の変更を経て，令和３

年度に事故繰越していたが，事業完了に伴い 150,000 千

円を交付した。 

観光政策課 

観光誘客推進事業 
68,587 

（84,400） 

概要：仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会との連携

のもと，ガイドブックやポスター製作のほか，観光Ｐ

Ｒ動画製作，ドラマ・アニメ・映画を活用したプロモ

ーション，みやぎ応援ポケモン「ラプラス」とタイア

ップしたイベント等を実施することにより，ターゲッ

ト層に応じた年間を通じてのプロモーションを行っ

た。 

実績：四季ごとの特色ある観光資源を切れ目なくプロモ

ーションすることにより，一定期間の誘客に留まるこ

となく，一年を通して観光客入込数の底上げを図るた

め，通年での観光キャンペーンを実施した。（みやぎ応

援ポケモン「ラプラス」とのコラボしたスタンプラリ

ーやカフェの実施，ＮＨＫ連続テレビ小説「おかえり

モネ」やアニメ「バクテン!!」と連携した情報発信，

県内スキー場と連携したキャンペーン，誘客キャラバ

ンの実施 等） 

観光プロモー

ション推進室 

仙台・松島復興観光拠

点都市圏事業 

21,050 

（－） 

概要：仙台市,仙台空港周辺及び松島湾エリアを対象に「仙

台・松島復興観光拠点都市圏」を形成するため,観光資源

の磨き上げや受入体制整備といった受入環境の整備につ

いて重点的に取り組んだ。 

実績： 

・海外 AGT等向けプレゼンテーション mtg開催 

 豪州 1 回：72 名 英国 1 回；69 名 米国 1 回：16 名 

台湾 1回：16名  

・海外パートナーシップ締結数 4社 

・海外パートナー共同商品造成フィールドワーク 2 回 

合計 3社 

・東京導線誘客商品モニターツアー 1回 2名 

観光プロモー

ション推進室 

みやぎ観光戦略受入 

基盤整備事業 

250,880 

(224,025) 

概要:あらゆる観光客の安全な利用に配慮した自然公園

施設の再整備や,観光客が広域的に移動しやすい環境

整備のため,観光案内板等の整備を促進した。 

実績： 

・県内の登山道・遊歩道の整備等を行った。 

・広域観光案内板の修正を行った。 

観光政策課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

宮城オルレ推進事業 
29,770 

（54,200） 

概要：県内 4カ所ある「宮城オルレ」を活用し，地元自治体

等と連携したコンテンツの磨き上げを行うとともに，「宮

城オルレフェア」を開催し，誘客促進を図った。 

実績： 

・宮城オルレフェア参加者 307人 

・令和 3年度オルレ利用者 10,769人 

観光プロモーシ

ョン推進室 

仙台・宮城おもてなし 

態勢向上事業 

12,307 

（12,323） 

概要：仙台・宮城観光ＰＲキャラクター「むすび丸」を活

用した本県観光のＰＲ活動を通じて，誘客増加と着地で

のおもてなしを行った。 

実績： 

・発地側でのイベント等における本県の観光キャンペー

ンの告知及び本県観光情報の PR 活動，着地側でのツア

ー観光客のお出迎え，県内の観光素材発掘，動画撮影，

SNS を利用したむすび丸による PR 動画の配信等を実施

した。 むすび丸による観光 PR，おもてなし 20回 

動画配信 14本 

観光プロモーシ

ョン推進室 

外国人観光客受入 

環境整備促進事業 

1,980 

（15,259） 

概要：震災や新型コロナウイルス感染症等の影響により落

ち込んだインバウンド回復への取組に向け，外国人観光

客の利便性を図るため，県内の宿泊事業者や観光集客施

設等において，公衆無線 LANの整備や外国語表記の整備

を行う業者に対し，経費の一部補助を実施した。 

実績：交付決定 2件 

観光政策課 

観光施設再生・立地支

援事業 

― 

（20,000） 

概要：東日本大震災により被災した観光事業者の再建・

復旧の支援と特に回復が遅れている沿岸地域への立地

を促すことにより，多くの観光客を迎え入れ，地域経

済及び地域社会を活性化することを目的とし，被災し

た施設及び設備の復旧に要する経費及び施設を新規立

地する経費について，予算の範囲内において助成する

もの。 

実績： 

・再生支援型 

補助対象者：東日本大震災により被災した宮城県内の

観光施設・設備を再建・復旧する中小企業者等（交付

決定 0件） 

・宿泊施設立地支援型（沿岸地域 15市町村（仙台市は宮

城野区，若林区に限る）） 

補助対象者：沿岸部市町村において，共同で費用負担

することにより宿泊施設を設置する，被災宿泊事業者

を含む複数の事業者によるグループ（交付決定 0件） 

観光政策課 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

教育旅行誘致促進事業 
50,858 

（58,200） 

概要：交流人口を増加させるため，修学旅行などの教育旅

行誘致の促進・拡大を図った。 

実績： 

・旅行者の相談や受入調整などのマッチング支援（：84件，

延べ 3,250名）を実施した。 

・北海道及び首都圏，関西圏の学校関係者，教育旅行関係

団体，旅行会社を対象としたセミナー等の開催。 

・教育旅行関係団体や中学校・高等学校教職員を対象とし

た教育旅行モニターツアーの開催。 

・教育旅行バス助成事業として，110件 19,740,000 円を 

交付した。 

観光政策課 

みやぎエコ推進バス運

行補助事業 

250 

(900) 

概要：観光地の保全を図りながら，エコに関する県民意識

の向上を促すため，公共交通機関活用事業に対する補助

を実施した。 

実績：観光地における循環・シャトルバスの運行事業等に

係る経費を補助（1団体） 

観光政策課 

宮城県グリーン製品を

活用した公園施設整備

事業 

13,619 

（10,000） 

概要：老朽化の著しい東北自然歩道「新・奥の細道」の案

内看板等について，撤去を行うとともに引き続き必要な

箇所に，宮城県グリーン製品を活用した新しい案内看板

等を設置した。 

実績：東北自然歩道における七ヶ宿町内の案内標識,指導

標識,解説標識などの整備を行った。 

観光政策課 

観光施設再生支援事業                                                                

（令和３年福島県沖地

震）【R3新規】 

44,382 

（―） 

概要：令和 3年福島県沖地震により被災した観光事業者の

再建・復旧を支援することにより，多くの観光客を迎え

入れ，地域経済及び地域社会の活性化を目的に，被災し

た施設及び設備の復旧に要する経費について，予算の範

囲内において助成するもの。 

実績：12件 57,332千円を交付（うち 2件は令和 4年度へ明

許繰越） 

観光政策課 

各種協議会負担金 
20,417 

(20,417) 

概要：各団体と連携して，効果的・効率的な観光開発促進，

広域観光を実施するため，県が会員となっている協議会

に対して負担金を支出した。 
実績： 

・東北観光推進機構 18,500千円 

・宮城・山形観光推進協議会 700千円 

・宮城県蔵王観光開発推進協議会 1,043千円 

・宮城県三陸復興国立公園開発推進協議会 164千円 

・仙台まるごとパス運営協議会 10千円 

観光政策課 

観光プロモーシ

ョン推進室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

東北各県等の連携によ

る外国人観光客誘客促

進事業 

34,205 

(―) 

概要：東北地方を訪れる外国人観光客は，震災前の水準に回

復したものの，全国的なインバウンド急増の流れから大き

く遅れをとっている。東北地方への外国人観光客を増加さ

せるため，広域連携による東北地方一体となって観光地と

しての魅力向上や統一的なプロモーションによる強力な

情報発信が必要であることから，東北観光推進機構を中心

に，東北各県及び仙台市連携による事業を展開した。 

実績： 

・東京オリンピック・パラリンピック以降の継続誘客を見

据えた事業者向けプロモーション事業 

 在日旅行会社招請 23社/教育旅行関係者招請 48名 

・東京オリンピック・パラリンピック以降の継続誘客を見

据えた消費者向けプロモーション事業 

  タイ向けｵﾝﾗｲﾝｲﾍﾞﾝﾄ開催  

193,129PV/インフルエンサー招請 7名 

  メディア招請 8社 

・海外富裕層旅行者の誘客促進事業 

  在日旅行会社招請 9 社/セールスコールの実施 8

社 

・東京オリパラ期間をきっかけとした東北への誘客促進

事業 

  オリパラ期間における情報発信ブースの設置  

TMC：6週間，JRC：1か月 

・東北広域での二次交通対策事業 

広告配信 195,432PV 

観光プロモーシ

ョン推進室 

外国人観光客誘致促進 

事業 

18,034 

（44,168） 

概要：新型コロナウイルス感染症の拡大による渡航制限に

より，直接的な誘客事業が制限されるなか，台湾や中国

等の現地企業や海外事務所を活用したセールスコール

や個人旅行者向けの情報発信等に取り組んだ。 

実績： 

・本県が管理する海外向け公式 SNSを効果的に活用し観光

情報を継続的に発信しアジア 4市場の平均投稿数は 134

本。フォロワー数は台湾が約 131,700となった。 

・台湾の中国の現地サポートデスクによる現地旅行会社

へのセールスコールや現地旅行博，商談会への参加等に

よりウィズコロナ、アフターコロナにおける速やかな誘

客の回復及び更なる誘客促進を図った。 

観光プロモーシ

ョン推進室 

先進的インバウンド促

進事業【R3新規】 

10,000 

（―） 

概要：インバウンド回復に向け，海外市場向けコンテンツ開

発や受入環境整備の支援を実施するとともに，誘客のため

の情報発信を行った。 

実績： 

・ワークショップ開催数 5回 

・将来販売可能なプラン造成数 9本 

・動画再生数 138.4万回 

観光プロモーシ

ョン推進室 
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   （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

他県連携等による外国

人観光客誘致促進事業

【R3新規】 

13,399 

（―） 

概要：県内飲食店の多言語対応支援として，勉強会の開催や

個別コンサルティング，多言語対応支援ツールの作成等を

行うとともに，入国制限解除後の誘客に向けた情報発信を

実施した。 

実績： 

・勉強会開催数 10回 

・個別コンサルティング 31事業者 

・情報発信 リーチ数 588.1万回 

観光プロモーシ

ョン推進室 

仙台空港 600万人・５万

トン実現推進事業（再

掲） 

8,093 

(13,293) 

概要： 

・仙台空港を拠点とする LCCであるピーチ・アビエーション

と連携し，新型コロナウイルスの感染拡大の影響により大

幅に落ち込んだ航空機利用の需要喚起を図るため，Web を

活用した広報を行った。 

・LCC の新規旅客の獲得や本県への誘客の促進を図るため，

搭乗の気軽さや身近さを周知し，仙台空港からの就航地の

魅力を紹介するためのランディングページを作成し，当該

ページへ誘引するためのディスプレイ広告の掲出等を行

った。 

実績： 

・ランディングページの制作 

公開期間：令和 4年 1月 14日～3月 4日  

・ランディングページの周知のための Web広告の配信 

ランディングページへ誘引するためのディスプレイ広告

やバナー広告の実施 

・LCC利用実態調査 

ランディングページにアクセスしたユーザー及び仙台線搭

乗者を対象としたアンケートの実施 

空港臨空地域課 
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(3)その他資源を活用した中小企業・小規模事業者の振興等 

市町村・各地方振興事務所・地域事務所が行う地域課題の解決に向けた取組や再生可能エネルギー

導入促進など，市町村のエコタウン形成の取組を支援した。また，伝統的工芸品の新商品開発や販路

拡大等の支援を行った。 

                                            （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

市町村振興総合支援事業 
619,871 

(681,710) 

概要: 住民に身近な自治体である市町村等においてできる

限り地域の課題を総合的，主体的に解決できるようにする

ため，既存の県単独事業を統合・メニュー化し，その中か

ら市町村自らが必要な事業を選択できるようにし，個性

的・重点的な事業の推進を図った。 

実績：  

・通常事業 41事業及び市町村提案事業を実施（計 42事業） 

・圏域ごとの実績額  

圏域名 
実績額 

（単位：千円） 
実施市町村等 

仙南 111,106 10 

仙台 134,132 16 

大崎 116,353 7 

栗原 41,540 1 

石巻 99,735 3 

登米 46,538 1 

気仙沼・本吉 69,253 2 
 

地域振興課 

再生可能エネルギーを 

活用した地域復興支援 

事業 

12,128 

（18,076） 

概要：地域におけるエコタウンの形成を促進するため，域

内の再生可能エネルギーやエネルギーマネジメント等

を活用した地域づくりを行おうとする団体に対し，事業

段階に応じた補助を行ったほか，多角的な視点から再生

可能エネルギーの事業化ノウハウを学ぶための講座を

開催した。また，県内市町村のエコタウン形成に対する

機運醸成を図るため，市町村の希望に合わせたセミナー

等を開催した。 

実績：  

・エコタウン形成地域協議会支援事業費補助金 1団体 

・エコタウン形成実現可能性調査等事業費補助金 1団体 

・エコタウン形成事業化支援事業費補助金 1団体 

・エコタウン推進委員会 出張セミナー3 回，全体セミナー

1回 

・みやぎエコタウンカレッジ開催 

再生可能 

エネルギー室 

地域未来創出事業（継 

続型） 

10,899 

（13,255） 

概要：地域の事情に精通した各地方振興（地域）事務所が，

各圏域の課題解決に向け，長期的視点に立ち，地域の特性

や資源を最大限に活用しながら事業を実施するもの。 

実績：継続型 各地方振興事務所 計 18事業 

富県宮城推進室 
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   （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

地域未来創出事業（先

導型） 

5,660 

（6,000） 

概要：各地域が抱える喫緊の課題解決に向けて，各地方振興

事務所（地域事務所）が主体的に取り組む事業で，創意工

夫に優れ，モデル性の高い時宜を得た事業を実施するも

の。 

実績：各地方振興事務所 計 3事業 

富県宮城推進室 

みやぎの伝統的工芸品

産業振興事業（再掲） 

2,994 

（8,453） 

概要：国及び県指定の伝統的工芸品１９品目を中心に新商品

開発や販路拡大等の支援を行い伝統的工芸品の振興を図

った。 

実績： 

・宮城県伝統的工芸品産業振興費補助金 3件 643,347円 

（産産連携による新商品開発や販路開拓・後継者育成等の

事業に対する経費の補助） 

・イベント等への支援 3件 2,348,180円 

新産業振興課 

SDGs追求型地域産業振

興事業 

5,589 

(8,000) 

概要：各地方振興事務所（地域事務所）において SDGｓの目

標を掲げ，地域課題に対応するため地域に密着しつつ，そ

のネットワークを活かして，きめ細やかにオーダーメイド

型の事業を実施し，地域産業の持続的な発展につなげる。 

実績：各地方振興事務所 計 4事業 

富県宮城推進室 
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９ 事業承継への支援     7事業 決算額 111,239千円 
（重点的な取組との関連 ③ ） 

 

［施策の方向性］ 
宮城県事業承継ネットワークの運営及び宮城県事業承継・引継ぎ支援センターなど国事業との連

携を通じて円滑な事業承継を促進します。また，国からの権限委譲により県が行っている事業承継
に係る税制上の支援措置に係る認定等に取り組むとともに，その周知を行います。 

 

［令和 3年度における施策の実施状況］ 

 

(1) 宮城県事業承継ネットワーク等による支援 

商工会，商工会議所，金融機関等及び行政など宮城県事業承継ネットワーク構成機関による事業承

継診断や普及啓発事業を通じた早期準備を促す取組や国の専門家派遣等を活用した事業承継に向けた

各種支援を実施した。 

           （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業経営支援事業

（うち，事業承継支援

事業） 

12,391 

（16,625） 

概要：みやぎ産業振興機構が国事業を受託し設置している

「事業承継・引継ぎ支援センター」に事業承継専門員を

配置し，中小企業・小規模事業者の事業承継を支援する

とともに，地域の支援ネットワークの構築を図った。 
実績： 

・事業承継診断件数 4,151件 

・事業承継ネットワーク連絡会議開催  

全体会議 1回，圏域別会議 4回，戦略会議 1回 

・事業承継税制 認定 13件（相続税 5件，贈与税 8件） 

・金融支援 認定 0件 

中小企業支援室 

 

(2)宮城県事業承継・引継ぎ支援センターと連携した支援 

みやぎ産業振興機構が国事業を受託し設置している「宮城県事業承継・引継ぎ支援センター」と連
携し，中小企業・小規模事業者の事業承継を支援した。 

                                           （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業経営支援事業

（うち，事業承継支援

事業）（再掲） 

12,391 

（16,625） 

概要：みやぎ産業振興機構が国事業を受託し設置している

「事業承継・引継ぎ支援センター」に事業承継専門員を

配置し，中小企業・小規模事業者の事業承継を支援する

とともに，地域の支援ネットワークの構築を図った。 
実績： 

・事業承継診断件数 4,151件 

・事業承継ネットワーク連絡会議開催  

全体会議 1回，圏域別会議 4回，戦略会議 1回 

・事業承継税制 認定 13件（相続税 5件，贈与税 8件） 

・金融支援 認定 0件 

中小企業支援室 
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(3) 事業承継に係る制度の周知 

中小企業・小規模事業者が事業を承継するに当たっての特例制度（事業承継税制）及び新たに追加

された個人事業者向けの事業承継税制について，その適用を受けるための認定等を行うとともに，そ

の制度の周知などを図った。 

（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業経営支援事業

（うち，事業承継支援

事業）（再掲） 

12,391 

（16,625） 

概要：みやぎ産業振興機構が国事業を受託し設置している

「事業承継・引継ぎ支援センター」に事業承継専門員を

配置し，中小企業・小規模事業者の事業承継を支援する

とともに，地域の支援ネットワークの構築を図った。 
実績： 

・事業承継診断件数 4,151件 

・事業承継ネットワーク連絡会議開催  

全体会議 1回，圏域別会議 4回，戦略会議 1回 

・事業承継税制 認定 13件（相続税 5件，贈与税 8件） 

・金融支援 認定 0件 

中小企業支援室 

 

(4)第三者による承継のための創業者育成支援 

県内で創業する場合のスタートアップ資金の補助や，創業に関する相談や個別の相談への対応を実
施した。 

                                           
                                         （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

スタートアップ加速化

支援事業（再掲） 

66,131 

（69,125） 

概要：県内における創業や第二創業及び雇用の創出を支援

するため，県内で創業等する事業者に対してスタートア

ップに要する経費への補助を行った。 

実績：補助実績：44者（新規 21者，継続 23者） 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（創業情報提供事業）

（再掲） 

4,829 

（5,065） 

概要：創業セミナーの開催，本県での創業に関する相談や個

別の創業計画に係る相談への対応を実施した。 

実績： 

・みやぎ創業ガイド HP，facebook による創業情報発信回数 

74回 

・創業セミナーの開催 12回 196人 

・創業相談対応 90件 

・創業対応による創業者 5人 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（創業推進連携事業） 

（再掲） 

2,976 

（4,500） 

概要：本県での創業を推進する取組のうち，他地域の参考と

なりうる先進的・モデル的な取組を県の連携事業として実

施した。 

実績：採択事業者 2者 

中小企業支援室 

みやぎ創業推進支援事

業（市町村創業支援ネッ

トワーク事業）（再掲） 

130 

（260） 

概要：県内の市町村の創業支援担当者による市町村創業支援

ネットワークを構築し，ネットワーク内で情報共有を進め

ることにより，大都市圏で提供する情報を集約した。 

実績：市町村創業支援ネットワーク会議の開催 2回 

中小企業支援室 
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１０ 災害発生後における支援     30事業 決算額 107,863,154千円  

※新型コロナウイルス感染症対策事業分は除く 
（重点的な取組との関連 ⑤⑥ ） 

 
［施策の方向性］ 
東日本大震災の対応では，事業再生のための被災企業への融資や補助などを行うほか，風評被害

払拭のための情報発信などを行います。 
また，今後災害が発生した場合には，災害の種類や被災状況に応じた相談体制の整備や，融資な

どのメニューを速やかに検討します。 

 

［令和 3年度における施策の実施状況］ 

 

 (1)東日本大震災からの復興支援 

①相談や助言などの体制の整備 

個別企業の課題や復旧・復興の進捗状況に合わせた専門家の支援や，電話・来訪による事業者から
の相談対応を行うことで，中小企業等の計画的復興を支援した。 

                                         （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

復興企業相談助言事業

（再掲） 

38,000 

（46,126） 

概要： 

【相談助言事業】 

東日本大震災で被災した中小企業を対象に，復興事業計

画の策定や経営戦略，生産管理，販売促進，マーケティ

ング等の課題解決のために専門家を派遣し，相談・助言

等，一連の支援を実施する。 

【フォローアップ事業】 

企業支援専門員が，高度化スキーム貸付先を中心に巡回

訪問し，対象企業の財務分析を行うほか，経営上の課題

分析，支援施策等の情報提供，行政への要望の聞き取り

等を行う。また，経営上の課題については，必要に応じ

て専門家を派遣し解決に向けて支援を実施する。 

 実績： 

【相談助言事業】支援件数 26者 延べ 152回 

【フォローアップ事業】支援企業数 397者 延べ 705回 

企業復興支援室 

中小企業経営支援事業

（うち，中小企業経営基

盤強化支援事業）（再掲） 

69 

(205) 

概要：経営基盤の脆弱な県内の中小企業者に対し，経営上

の課題を解決するための相談及び助言を行った。 

実績：電話や来訪による相談受付 4件 

中小企業支援室 

産業復興相談センター 

運営費補助事業（再掲） 

2,919 

（2,921） 

概要：中小企業の経営再生や経営基盤強化に向けた各種の

対応を行うため，みやぎ産業振興機構において設置して

いる「産業復興相談センター」に対して事業費の補助を

行った。 

実績： （相談件数） 

・再生支援協議会 100件（再生計画策定支援数 93社） 

・産業復興相談センター 0件 

・事業承継・引継ぎ支援センター 604件 

・経営改善支援センター 50件 

中小企業支援室 

 

  



- 70 - 

 

②金融支援や補助・貸付など 

中小企業等の経営の安定化や復旧・復興を支援するため，経営安定化資金の貸付や利子補給事業の
実施，県内での創業に対する補助，震災に関連した二重債務買取を行う機関への出資，施設・設備の
復旧に要する経費に対する補助・貸付等の事業を実施した。 
なお，県及び市町村による緊急雇用創出事業の取組の成果は，平成２３年度から令和３年度までの

累計で，雇用人数８７,４０７人，事業費約１,２２６億円であった。4 
                                           （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業等グループ設

備等復旧整備資金貸付

事業（再掲） 

H23・24に貸付原

資計 495 億 5 千

万円を措置済み 

概要：中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業計画の認

定を受け，復旧・復興を目指す中小企業者に対し，復旧に

必要な設備等の導入資金について長期・無利子の貸付を行

った。 

実績： 

・貸付実行 27件  

・貸付実行額 1,404,080千円 

企業復興支援室 

中小企業等復旧・復興 

支援事業費補助金 

（東日本大震災による

災害に係るグループ補

助金） 

（再掲） 

4,635,621 

（3,367,000） 

概要：県が認定する復興事業計画に基づき，被災地の中小企

業等が一体となって進める復旧整備事業について，その計

画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国と連携

して補助した。 

実績：113件 約 46.4億円 

平成23～令和3年度の累計交付決定数4,485件 約2,819.6億円 

企業復興支援室 

商工金融課 

食産業振興課 

水産業振興課 

中小企業施設設備復旧

支援事業 

0 

（40,000） 

概要：震災により甚大な被害を受けた地域において，事業再

開又は継続を目指す中小製造業者が実施する生産施設及

び生産設備の復旧事業に要する経費の一部を補助するも

の。 

 令和 3年度は，2度の募集を行い，県ホームページや県政

だより，県からのおしらせ（ラジオ放送），中小企業施策ガ

イドブックへの掲載のほか，関係機関から事業者への周知

を依頼したが，交付申請はなし。 

実績：交付決定 0事業者 0千円 

(平成 23～令和 2年度の累計交付決定数 647件約 55.3億円) 

新産業振興課 

中小企業経営安定資金

等貸付金（再掲） 

11,148,000 

（11,591,000） 

概要：震災により直接・間接の被害を受け，事業活動に支障

を来している中小企業者に対して金融支援を行い，経営の

安定化や復旧・復興を支援した。（通常分の県制度融資と

中小企業団体中央組織金融，中小企業金融対策推進費はビ

ジョンでは「中小企業金融対策事業」として計上） 

実績：令和 3年度新規融資 107件 1,978,047千円 

商工金融課 

商業機能回復支援事業

（再掲） 

5,400 

（40,000） 

概要：被災した中小商業者が実施する施設・設備の復旧事業

に要する経費の一部について補助した。 

実績： 

・東日本大震災 1者 

・令和 3年福島県沖地震 1者 

商工金融課 

  

                                                   
4 雇用対策課調べ  緊急雇用創出事業雇用実績（平成２３年度から令和３年度） 

雇用実績 87,407人（緊急雇用 52,729人 事業復興 34,678人），事業費約 1,226億円 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

被災中小企業者対策資

金利子補給事業（再掲） 

3,417,081 

（3,709,930） 

概要：東日本大震災により被災した県内中小企業者の早期の

復旧・復興を支援するため，災害関連資金の融資を受けた

中小企業者のうち一定要件を満たした者に利子補給を行

った。また，令和元年度東日本台風等により被害を受けた

中小企業者が，復旧のために借り入れた資金に市町が利子

補給を行った際，実施市町に対し補助金を交付した。さら

に，新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を受けた中

小企業者のうち一定の要件を満たした者に利子補給を行

った。 

実績： 

・震災関連資金分  388件  21,160千円 

・蔵王山火口周辺警報分  12件  106千円 

・令和元年東日本台風分 9件 269千円 

・記録的な暖冬・雪不足分 2件 618千円 

・新型コロナウイルス感染症分 32,431件 3,353,719千円 

商工金融課 

中小企業等二重債務 

問題対策事業（再掲） 

531 

（1,000） 

概要：中小企業者等の二重債務問題に対応するため，既往債

務の買い取りを行う「宮城産業復興機構」に出資し，中小

企業者等の円滑な再生を図った。 

実績： 

・宮城産業復興機構に対する管理報酬に係る出資 531千円 

商工金融課 

中小企業高度化事業 

（再掲） 

3,905 

（3,429,841） 

概要：中小企業者が共同して経営体質の改善，環境変化へ

の対応を図るために工業団地，ショッピングセンター等

を整備する事業及び第三セクター等が地域の中小企業

者を支援する事業に対して，長期低利の資金貸付を行う

ことにより支援するもの。 

実績： 

・高度化事業診断業務委託 2件 

・新規貸付申請（事業認定方式）に対する事業認定件数  

５件 

中小企業支援室 

スタートアップ加速化

支援事業（再掲） 

66,131 

（69,125） 

概要：県内における創業や第二創業及び雇用の創出を支援

するため，県内で創業等する事業者に対してスタートア

ップに要する経費への補助を行った。 

実績：補助実績：44者（新規 21者，継続 23者） 

中小企業支援室 
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③販路回復や競争力向上のための支援 

被災した中小企業等の販路回復・拡大を支援するため，商談会の開催や展示会出展に要する経費の

補助等を実施したほか，海外販路拡大や県産品のイメージアップに関する取組，商品開発や商品訴求

力向上のための取組に対する支援を実施した。 

                                           （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

高度電子機械産業集積 

促進事業（再掲） 

43,949 

（115,278） 

概要：半導体や航空機関連，医療・エネルギー関連産業な

ど高度電子機械産業関連市場に対する県内企業の参入意

欲は非常に高いことから，取引支援や技術高度化支援を

実施した。 

実績： 

・講演会，市場・技術セミナー開催 10回 

・展示会出展支援 4回 

・ビジネスマッチング，個別あっせん等 157回 

新産業振興課 

みやぎＩＴ市場獲得 

支援・形成促進事業 

（再掲） 

699 

（－） 

概要：情報通信関連産業において，特定分野等へ県内ＩＴ企

業の技術者を派遣し，ＯＪＴ・共同研究による知識・技術

の習得を図るとともに，震災による発注減等の影響により

売上高が減少している中小ＩＴ企業などの域外からの市

場獲得を後押しするため，首都圏等で開催される展示会へ

の出展支援（令和 2 年度より Web 展示会等への出展も対

象）及びセミナー等を開催した。 

実績： 

派遣ＯＪＴ支援事業 2社 3人派遣 

R3:新産業振興課 

(R4:産業デジタ

ル推進課) 

販路拡大推進支援事業 

（再掲） 

1,442 

（1,737） 

概要：県内商工業者の販路回復・拡大を図るため，宮城県商

工会議所連合会が実施する商談会（伊達な商談会）の開

催等に対し助成を行った。 

実績： 

・個別商談会 77 商談 成約率 37.7％（バイヤー 延べ 7 社 

サプライヤー 延べ 77社） 

・集団型商談会 101商談 成約率 23.8％（バイヤー 延べ 14

社 サプライヤー 延べ 35社） 

商工金融課 

水産加工業競争力強化

支援事業（再掲） 

46,772 

（54,429） 

概要：震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上の

回復が遅れており，人手不足もあいまって非常に厳しい

状況に置かれているため，現状を打開し，高い競争力を

発揮するとともに，課題解決を目指す伴走型支援を実施

した。 

実績： 

・生産性改善支援 16社 

（うち，ものづくり相互研鑽活動 2社） 

・企業グループで行う経営研究支援 7グループ 

・専門家派遣 26社 73回 

中小企業支援室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

中小企業販路開拓総合

支援事業（再掲） 

29,461 

（34,846） 

概要：みやぎ産業振興機構を通じ以下の事業を実施した。 

・市場投入支援 

県内の中小企業者等が試作・開発または生産・製造する

商品・製品及び技術について，市場ニーズに適合した製

品化及び製品のブラッシュアップを図るため，マーケ

ティング専門家（委託）を活用したマーケティング調査

を行った。 

・営業力向上支援 

 外部専門家を活用した営業力向上のための指導・助言を

行い，ものづくり企業の弱みである営業力の強化を集中

的に支援することで，企業にノウハウを習得させ，販路

開拓及び販路拡大を図った。 

・引き合わせ支援 

 販路開拓ナビゲーターを活用した企業引き合わせを行

い，新たな取引機会を提供した。 

実績： 

・市場投入支援 

支援企業数 6社（国内型：5社，海外展開型：1社） 

・営業力向上支援 

支援企業数 13社 

・引き合わせ支援 

支援企業数 10社 

引き合わせ件数 83件 

成約額 421千円（令和 3年度支援企業分） 

中小企業支援室 

取引拡大チャレンジ

支援事業（再掲） 

12,992 

（20,215） 

概要：商談会等への参加やそのアフターフォローのため，

県外発注企業と取引等を行う，県内のものづくり中小

企業・小規模事業者に対して，旅費や製作費の一部を

補助し，販路開拓支援を行った。また，県内のものづ

くり中小企業・小規模事業者等を対象に県内及び東京

等で開催する商談会等に必要な経費を補助し，受注機

会の拡大を図った。さらに，県内のものづくり中小企

業・小規模事業者が自社の営業活動に使用する動画を

作成する際に専門家を派遣する経費を補助し，受注機

会の確保を図った。 

実績 

○営業活動強化費用補助事業 

 実績：45件 2,349千円 

○商談会等開催事業 

・みやぎ広域取引商談会（オンライン形式） 

  参加企業数：219社（発注：72社 受注：147社） 

・宮城・山形・福島合同商談会  

  新型コロナウイルス感染症の影響により中止 

・個別提案会 3回 

○ＷＥＢ営業活動強化費用補助事業 

 実績：20件 

中小企業支援室 
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（単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

県産食品海外ビジネス 

マッチングサポート事業

（再掲） 

7,112 

（15,256） 

概要：輸出に取り組む事業者のスタートアップから，海外ビ

ジネス展開の段階に応じて細やかな個別支援を実施する

とともに，特に輸出に当たって課題となる物流面の課題解

決に向けたバリューチェーンのモデル構築支援を実施。 

実績： 

・宮城県食品輸出促進協議会と連携し事業者のレベルに応じ

た輸出セミナー開催（1回） 

・JETRO等と連携した商談会開催（5回） 

・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

相談実施（148件） 

・海外バイヤーとのマッチング支援（95件） 

・海外商談会等（Web）への参加事業者に対し補助金交付 

（3件：406千円） 

・バリューチェーンモデル構築事業補助金交付 

（1件：447千円） 

国際ビジネス 

推進室 

みやぎの食材バリュー

チェーン構築プロジェ

クト（商談機会創出事

業）【R3新規】（再掲） 

8,187 

（8,559） 

概要：県内食品製造業者の販路開拓・拡大を支援するため，

山形県等と共同で展示・商談会を開催するとともに，首都

圏での大規模商談会（スーパーマーケット・トレードショ

ー）に宮城県ブースを出展した。 

実績： 

・おいしい山形・食材王国みやぎビジネス商談会への参加 

（52社） 

・スーパーマーケット・トレードショーへの参加（20社） 

食産業振興課 

みやぎの食材バリュー

チェーン構築プロジェ

クト（喜ばれる商品づく

り支援事業）【R3新規】

（再掲） 

13,384 

（20,202） 

概要：県内食品製造業者の販路開拓・拡大を支援するため，

県内の中小企業者等が行う，地域の食材等を活用したマー

ケットイン型の「選ばれる商品づくり」や，食品ロス削減

等に資する「持続可能社会に向けた商品づくり」に要する

経費について，一部補助を行った。 

実績： 

・支援企業 10社（選ばれる商品づくり 6社，持続可能社会

に向けた商品づくり 4社。計 33商品を開発） 

食産業振興課 
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④観光の回復や風評払拭 

東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所事故による風評を払拭し，国内外からの観光客誘
致を促進するため，観光や県産品に関する正確な情報の発信によるプロモーションを行うとともに，
風評被害等の実態調査を実施した。また，観光地の宿泊施設の復旧・再建に対する支援や教育旅行の
誘致促進等を実施した。 
                                            （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

沿岸部交流人口拡大モ

デル施設整備事業（再

掲） 

150,000 

（―） 

概要:震災により観光客入込数の回復が遅れている沿岸

部において，宿泊施設の新規立地または既存の宿泊施

設の機能拡充や観光集客施設の新規立地を図る事業者

のうち，地域の交流人口増加に貢献する計画を持つモ

デル事業者を支援した。 

実績：令和元年度に交付決定した観光集客型 1 事業者に

ついて，工事額の減額や延べ床面積の変更を経て，令

和 3 年度に事故繰越していたが，事業完了に伴い

150,000千円を交付した。 

観光政策課 

観光施設再生・立地支

援事業（再掲） 

― 

（20,000） 

概要：東日本大震災により被災した観光事業者の再建・

復旧の支援と特に回復が遅れている沿岸地域への立地

を促すことにより，多くの観光客を迎え入れ，地域経

済及び地域社会を活性化することを目的とし，被災し

た施設及び設備の復旧に要する経費及び施設を新規立

地する経費について，予算の範囲内において助成する

もの。 

実績： 

・再生支援型 

補助対象者：東日本大震災により被災した宮城県内の

観光施設・設備を再建・復旧する中小企業者等（交付

決定 0件） 

・宿泊施設立地支援型（沿岸地域 15市町村（仙台市は宮

城野区，若林区に限る）） 

補助対象者：沿岸部市町村において，共同で費用負担

することにより宿泊施設を設置する，被災宿泊事業者

を含む複数の事業者によるグループ（交付決定 0件） 

観光政策課 

観光施設再生支援事業                                                                

（令和３年福島県沖地

震）【R3新規】（再掲） 

 

44,382 

（―） 

概要：令和 3 年福島県沖地震により被災した観光事業者

の再建・復旧を支援することにより，多くの観光客を

迎え入れ，地域経済及び地域社会の活性化を目的に，

被災した施設及び設備の復旧に要する経費を助成する

もの。 

実績：12 件 57,332 千円を交付（うち 2 件は令和 4 年度へ

明許繰越） 

観光政策課 

「食材王国みやぎ」魅

力発信プロジェクト事

業（再掲） 

29,171 

（30,000） 

概要：福島第一原発事故に伴う風評の払拭に向け，県産農

林水産物の安全性に関する正確な情報発信に努めるとと

もに，雑誌等の各種媒体を活用した県産品の広報及び飲

食店フェアの実施等によるＰＲを実施した。 

実績： 

・実需者をターゲットとした情報誌への記事掲載（2回） 

・首都圏での飲食店フェアの開催（1回） 

・首都圏での小売店フェア（1回） 

・首都圏料理人，バイヤーを対象とした食材提案会の実

施（2回） 

食産業振興課 
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 (2)地震その他の災害の発生後の対応 

災害時の事業継続を可能とするための中小企業等による取組を支援する事業を実施した。 
                                          （単位：千円） 

事業名 
Ｒ３決算額 

(Ｒ４予算額) 
実施状況（実績値） 担当課（室） 

地域防災リーダー育成

等推進事業 

13,511 

（17,159） 

概要：震災対策推進条例第 8条に基づき地域や事業所等にお

ける震災対策に関する活動の中心的な役割を担う者（宮城

県防災指導員）の養成を行うための防災指導員養成講習と

防災指導員のスキルアップを図るためのフォローアップ

講習を行った。 

実績： 

・宮城県防災指導員養成講習（企業防災コース，地域防災コ

ース） 講習開催回数 13回（企業：開催中止，地域：13

回）受講者数 470人 

・宮城県防災指導員フォローアップ講習（企業防災コース，

地域防災コース） 講習開催回数 11回（企業：開催中止，

地域：11回）受講者数 264人 

防災推進課 

中小企業金融対策事業

（再掲） 

86,351,014 

(124.137,324) 

概要：中小企業の円滑な資金繰りを支援するため，中小企業

制度融資を充実させ，中小企業の経営の安定化や成長・発

展を支援した。 

実績：令和３年度新規融資 4,791件 90,152,401千円 

商工金融課 

中小企業ＢＣＰ策定支援

事業 

56 

（131） 

概要：災害等の緊急事態からの速やかな事業復旧を目指す

事業継続計画（ＢＣＰ）策定の促進及び事業継続の取組

を支援した。 

実績： 

・出前講座   0回  

・セミナー開催 1回 参加企業 20社 

・個別相談会 新型コロナウイルス感染症の影響により

中止 

中小企業支援室 

中小企業等復旧・復興

支援事業費補助金（令

和元年台風第 19号等に

よる災害に係るグルー

プ補助金）（再掲） 

858,173 

（260,820） 

概要：県が認定する復興事業計画に基づき，被災地の中小企

業等が一体となって進める復旧整備事業について，その計

画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国と連携

して補助した。 

実績：17件 約 8.6億円 

※令和元～2年度の累計交付決定数 141件 約 38.5億円 

企業復興支援室 

園芸推進課 

畜産課 

水産業基盤整備課 

林業振興課 

令和元年台風第 19号被

災中小企業施設・設備

整備支援事業（無利子

貸付事業） 

R2に貸付原資計

12億 5千万円を

措置済み 

概要：中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業計画の認

定を受け，復旧・復興を目指す中小企業者に対し，復旧に

必要な設備等の導入資金について長期・無利子の貸付を行

った。 

実績： 

・貸付実行 4件  

・貸付実行額 165,770千円 

企業復興支援室 

中小企業等復旧・復興

支援事業費補助金（令

和３年福島県沖地震に

よる災害に係るグルー

プ補助金）【R3新規】 

（再掲） 

935,192 

（－） 

概要：県が認定する復興事業計画に基づき，被災地の中小

企業等が一体となって進める復旧整備事業について，そ

の計画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国

と連携して補助した。 

実績：68件 約 9.4億円 

企業復興支援室 

商工金融課 

食産業振興課 

畜産課 

水産業振興課 

林業振興課 
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(3)新型コロナウイルス感染症に対する支援 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響を受けた中小企業事業者等へ事業継続を可能とす

るための支援する事業を実施した。 
                                          （単位：千円） 

事業名 Ｒ３決算額 実施状況（実績値） 担当課（室） 

新型コロナウイルス感

染症拡大防止協力金 

（大規模施設等） 

【R3新規】 

405,904 

概要：県からの休業要請等に全面的に協力した事業者に対

し，協力金を支給した。 

実績： 

・支給件数 1,408件 

・支給額（協力金）：350,747千円 

・支給額（事務費）：55,157千円  

富県宮城推進室 

新型コロナウイルス感

染症拡大防止協力金

（飲食店） 

46,821,573 

概要：県からの休業要請等に全面的に協力した飲食店等を運

営する事業者に対し，協力金を支給した。 

実績： 

・支給件数：60,772件 

・支給額（協力金）：46,821,573千円 

※上記の外に支給事務を実施した市町村に対する事務費

の補助を行っている。 

・支給額（事務費）：33市町村 620,287千円 

富県宮城推進室 

新型コロナウイルス感

染症対応事業者支援市

町村事業補助金 

3,836,267 

概要：市町村を通じて，新型コロナウイルス感染症の影響に

より業況が悪化している中小企業・小規模事業者等を支援

するため，地域の実情やニーズに合わせた様々な事業者支

援を行った。 

実績：【第二期】35市町村 82事業（事業継続支援，感染症

予防対策，商品券事業など） 

【第三期】33市町村 41事業（事業継続支援，感染症

予防対策など） 

富県宮城推進室 

宮城県雇用維持交付金 20,472 

概要：新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮

小を余儀なくされ，国の「雇用調整助成金」等の支給決定

を受けた中小企業・小規模事業者の事業主に対し，休業等

の雇用維持に要した経費の一部を助成した。 

実績：支給件数 90件（令和 3年度の受付は令和 3年 3月 31

日までの休業等を含む分のみ対象） 

雇用対策課 

正社員雇用奨励金 98,000 

概要：新型コロナウイルス感染症の影響に伴う非自発的失業

者を雇用した事業者に対する奨励金を交付した。 

実績：支給金額   新規雇用 1人あたり 50万円 

新規雇用者数 196人 

雇用対策課 

新型コロナウイルス対

応生活応援緊急資金預

託金 

20,000 

概要：県内中小企業に勤務する方で，新型コロナウイルスの

影響で収入が減少するなど，緊急に生活資金を必要とする

方に対して、東北労働金庫を通じた低利融資を行った。 

実績： 

新規融資 1,860千円（4件） 

融資残高 5,385千円（14件） 

雇用対策課 

中小企業経営安定資金

等貸付金（コロナ分） 
51,459,000 

概要：新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した中

小企業者の資金需要に対応するため，実質無利子・無担保

の「新型コロナウイルス感染症対応資金」等コロナ関連資

金について，その貸付金の原資を各金融機関に預託した。 

実績：融資件数 新型コロナウイルス感染症対応資金 

1,799 件 

商工金融課 
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                                          （単位：千円） 

事業名 Ｒ３決算額 実施状況（実績値） 担当課（室） 

被災中小企業者対策資

金利子補給事業（再掲） 
3,417,081 

概要：東日本大震災により被災した県内中小企業者の早期

の復旧・復興を支援するため，災害関連資金の融資を受

けた中小企業者のうち一定要件を満たした者に利子補

給を行った。また，令和元年度東日本台風等により被害

を受けた中小企業者が，復旧のために借り入れた資金に

市町が利子補給を行った際，実施市町に対し補助金を交

付した。さらに，新型コロナウイルス感染症対応資金の

融資を受けた中小企業者のうち一定の要件を満たした

者に利子補給を行った。 

実績： 

・震災関連資金分  388件  21,159千円 

・蔵王山火口周辺警報分  12件  106千円 

・令和元年東日本台風分 9件 268千円 

・記録的な暖冬・雪不足分 2件 617千円 

・新型コロナウイルス感染症分 32,431件 3,358,718千

円 

商工金融課 

宮城県信用保証協会経

営基盤強化対策事業

（再掲） 

155,067 

概要：県制度融資を利用した中小企業者の保証料負担軽減

のため，信用保証協会基本料率より引き下げた料率を県

制度保証料率として設定するとともに，協会に対して引

き下げ分の一部への補助を行った。 

実績： 

・通常資金分 56,921千円（補助対象融資：25,452,515千

円） 

・震災対応分 6,380千円（補助対象融資：1,533,652千円） 

・富県宮城資金円滑化支援事業 885千円（補助対象融資：

47,900千円） 

・新型コロナウイルス対応分 90,881千円（補助対象融資：

7,274,785千円） 

商工金融課 

商店街グローアップ支

援事業【R3新規】 
36,221 

概要：新型コロナウイルス感染症の影響下において，中長

期的・安定的な集客確保につなげ，地域商業の発展を図

るため，商店街等が実施する集客促進のための取組みに

加え、収束後も見据えた持続発展的な取組を支援した。 

実績：交付実績 22商店街組織等 

商工金融課 

まちなか活性化パート

ナー支援事業【R3新規】 
29,209 

概要：新型コロナウイルス感染症感染拡大による地方移住

やリモートワークといった新たな人の流れを呼び込む

ため，地域の特色を活かした魅力あるコンテンツ整備を

商店街組織や市町村と連携して取り組む民間企業を支

援しすることにより，6 件のまちなか活性化のコンテン

ツを整備した。 

実績：採択事業数 6事業 

商工金融課 

認証飲食店利用促進事

業【R3新規】 
0 

概要：国のＧｏＴｏイートキャンペーン事業を活用し，飲食

店における消費喚起を図るため，「認証店おうえん食事券」

（認証飲食店に限り参加登録が可能なプレミアム付き食

事券）を発行するもの。 

実績： 

 ・販売価格 1冊あたり 12,000円分（1,000円×12枚）を 

       10,000円で販売 

・販売冊数 約 23.2万冊 

・利用可能店舗 約 2,500店舗 

商工金融課 

中小企業等再起支援事

業 
701,556 

概要：新型コロナウイルス感染症の拡大によって業績が悪化

し，経営の維持向上に支障をきたしている中小企業・小規

模事業者が，早期の再起を図るために行う，販路開拓や感

染防止対策などの取組を支援した。 

実績：補助実績 738件 

中小企業支援室 
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 （単位：千円） 

事業名 Ｒ３決算額 実施状況（実績値） 担当課（室） 

新型コロナ対策支援ナ

ビ構築事業【R3新規】 
2,244 

概要：新型コロナウイルス感染症の影響で支障が生じている

企業や県民が，県や国の支援情報を探すことができるサイ

トを提供するもの。 

実績： 

・掲載事業数 113件（国：71件，県：42件） 

・プレビュー数 120,469件 

中小企業支援室 

サプライチェーン構築

支援 
949,797 

概要：国が実施する「サプライチェーン対策のための国内投

資促進事業費補助金」に呼応し，県内において生産拠点等

の整備を行う企業に対して経費の一部を補助するもの。 

実績： 

・サプライチェーン構築支援事業補助金（令和 2年度実施）

において，令和 2 年度事業で令和 3 年度に繰越となった

10事業について，実績として 787,297千円を交付。 

・サプライチェーン構築支援事業補助金（第２次公募）（令

和 3年度実施）において，補助事業が完了した 2事業につ

いて，実績として 162,500千円を交付。 

産業立地推進課 

安心な観光地づくり推

進事業 
10,629 

概要：県内及び国内外から観光地として選ばれるためには

「安全安心の可視化」は必要不可欠であり，観光事業者

が行う安全・安心の取組について，県が一体的にサポー

トし，観光客の心理的不安を払拭する取組を実施する。 

実績： 

・観光地として選ばれるための安全安心の見える化を推進

するため，各事業者がセルフチェックした内容を施設内

に掲示するためのフォーマットを作成して宣言事業者

にはステッカーを配布（宿泊施設 410施設，観光施設 103

施設参加） 

・感染予防対策徹底を促すリーフレット・ちらし，ツール

を作成し，観光客への啓発普及を実施。 

・改めて感染症対策を再確認していただき，宿泊観光施設

内での感染症対策の取組を推進することを目的とした

研修会を開催（県内 3会場で約 65名参加） 

観光政策課 

新たな観光戦略推進事

業 
14,829 

概要：新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている観

光業の回復に向けて，「みやぎ観光回復戦略」に位置づけ

た方向性や取組に基づき，地方振興事務所及び地域の観

光事業者等が一体となって，地域の新たな観光モデルプ

ランの作成に向けた取組や，地域の観光事業者・宿泊事

業者の若手経営者等とのワークショップ等を実施した。 

実績：各圏域ごと地域課題を分析し，課題解決に向けた取

組を実施。 

・大河原：観光モデルプラン（日帰り）の作成，県民向け

モニターツアーの開催（2回） 

・仙台：デジタルスタンプラリーの開催（周遊型 604人参

加・在宅型 3,376人参加） 

・栗原：大学ゼミ合宿等誘致推進協議会を設置，ＰＲ活動・

アンケート調査を実施 

・石巻：石巻地域の食に焦点を当てたマップを作成（25,000

部），石巻地域のプロモーション映像を作成・ＳＮＳで公

開（30万回程度再生） 

・登米：各種雑誌やＳＮＳ等を活用した情報発信の実施（情

報到達人数約 26万人） 

観光政策課 
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 （単位：千円） 

事業名 Ｒ３決算額 実施状況（実績値） 担当課（室） 

新たな旅の形に対応し

た宿泊施設ビジネスモ

デル転換事業 

137,113 

概要：新型コロナウイルス感染症の人流抑制などにより，

深刻な影響が生じている県内宿泊事業者が行う新たな生

活様式に適応したデジタル変革によるビジネスモデルの

転換等に要する施設改修等経費の一部を補助するもの。 

実績： 

・施設機能強化タイプ 6件 78,809千円交付 

・設備導入タイプ   15件 32,244千円交付 

・施設機能強化タイプ（2次募集）  

3件 25,949千円交付 

観光政策課 

宿泊施設感染防止対策

等支援事業【R3新規】 
487,100 

概要：県内宿泊事業者の感染症対策に要する経費や，前向

きな投資に要する設備等の導入費用への補助を通じて，

宿泊需要の回復や創出に繋がるよう事業継続支援を行う

もの。 

実績：251件 462,100千円を交付 

観光政策課 

国内線を利用した宮城

県ヘの誘客プロモーシ

ョン事業 

16,921 

概要：航空事業者に対する需要喚起施策を講じることを目

的に，航空事業者と連携した誘客プロモーションを実施

した。 

実績： 

・仙台国際空港（株）と連携して，就航している航空会社

7 社において，宮城県への誘客プロモーションとして，

WEB広告の配信や仙台着旅行商品の PR，各社の WEB・SNS

による情報発信を行った。 

・東北ＤＣの開催に合わせて，機運醸成とおもてなし態勢

の充実を図るため，仙台空港に横断幕・のぼり・フラッ

グを掲出した。 

観光プロモーシ

ョン推進室 

宿泊・観光需要創出事

業【R3新規】 
1,339,647 

概要：新型コロナウイルス感染症拡大の影響により旅行需

要が落ち込んだことから，宿泊事業者への支援，並びに，

落ち込んだ観光・宿泊需要の早期回復を図るため「みや

ぎ宿泊割キャンペーン」を実施した。 

実績： 

・買って応援！宿泊前売券プラン： 

販売実績 194,946セット 

・泊まって応援！宿泊割引＆クーポン付きプラン： 

宿泊割引額 約 19億円，宿泊人数 約 40万人泊 

観光プロモーシ

ョン推進室 

地域周遊型誘客促進事

業【R3新規】 
60,899 

概要：新型コロナウイルス感染拡大により，大きく落ち込

んだ観光需要を喚起するため，コロナ禍において注目さ

れている域内周遊に焦点を当て，近場の魅力を再発見し

ながら旅行を楽しんでもらう域内流動の促進を図った。 

実績： 

・乗って応援！伊達バスツアー  

バスツアー造成補助 8者 

バスツアー運行経費補助 13本  

・アフターコロナ 観光需要喚起事業 

バス事業者，各観光事業者のコンテンツ整備 

・県制 150周年プレ企画  

謎解きスタンプラリー 

・地域の特色を生かした旅行商品造成，企画（各地域振興

事務所） 

スタンプラリー ・バスツアーの造成，催行 

地域限定の相互交流を目的とした旅行商品の造成，催行 

観光プロモーシ

ョン推進室 
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第５ 令和３年度における施策の実施状況の検証 

 

１ 中小企業・小規模企業支援団体など関係機関からの意見と評価について 

 

「宮城県中小企業・小規模事業者振興基本計画」の施策の実施状況は，毎年度，中小企業・小規模企業

支援団体など関係機関の意見を聴いた上で検証を行い，その内容を公表することとされている。 

令和３年度において県が実施した事業や取組の実績をとりまとめた上，関係機関を訪問するなどして意見

聴取を行った。 

なお，県の施策に対する主な意見等については，基本計画に掲げる１０の具体的な施策ごとに以下のとお

り整理した。 

 

（１） 経営の革新等 

○経営の革新については，相談体制の整備，促進に向け十分な推進がされている。特に事業規模や業種，

事業ライフサイクル等，多面的なアプローチがされていることは評価できる。 

○新型コロナや世界情勢の影響等，今後に大きな不安を感じている。消費ニーズや消費行動，経済，流

通は大きく変化している。県および関係機関とより一層の連携をしていきたい。 

○スタートアップ時における脆弱な経営基盤を支援し，創業を後押しする有効な施策であり，商工会にお

いてもビジネスプランの策定から本補助金の申請，申請後のフォローまで伴走型で支援している。 

○コロナ禍において非接触ツールやオンラインによる「企業のデジタル化」への対応が求められているなか

で，小規模事業者は専門人材の不足や経営資源の制約等がDXへの取り組みの大きな阻害要因となっ

ていることから，小規模事業者の DX化の推進を後押しする支援施策が必要と考える。 

○小規模事業経営支援事業は地域にとってなくてはならない支援事業である。事業所からの信用をベー

スとした，きめ細かな経営支援事業は経営計画策定支援に基づく，事業再構築補助金，ものづくり補助

金，持続化補助金等の活用により，大きな成果が生まれ，生産性の向上に貢献している。 

 

（２） 国内外における販路開拓等及び受注機会の確保 

○新型コロナウイルス感染症の影響により，海外展開関連等の事業で一部中止はあったものの，非対面方

式によるＷｅｂ商談会を取り入れるなど一定の評価はできるものと思われる。ここ 2年間コロナの影響で商

談機会が減少していたこともあり，商工会からも商談会等の販路拡大機会の増大を求める声も聞かれて

いる。 

○知名度が低く，資金力も乏しい中小企業者等にとって，販路開拓を課題としている企業は多いことから，

同施策の重要性は非常に高いものと感じている。官公需契約実績調査を見ても，県内中小企業への受

注機会確保に十分配慮されているものと思われる。 

○海外への販路開拓や取引拡大については，国・県レベルでの支援が不可欠なため，支援を継続してい

ただきたい。 

○コロナ禍でのアンテナショップはメディア等でもクローズアップされている。イベント等も実施しながら継続

頂きたい。 

 

（３） 産学官金の連携等による技術及び新商品の開発等の促進 

○ベンチャー企業については，レッドオーシャン（競争と入れ替わりが激しい市場）ではなく，ブルーオーシ

ャン（未開拓市場）を目指す企業への支援を強化すべき。 

○産学官連携による中小企業者等に対する支援としては，金融機関による融資よりもファンドによる出資等

の方が適しているのではないかと思われる。 

○大学ではどういった研究をしているのかが把握出来なかったり，企業秘密があったりして連携が難しい。

積極的な情報発信があると連携がしやすい。 

  ○現在整備を推進している次世代放射光施設（NanoTerasu）の利活用について広く PR して欲しい。 

 

（４） 資金の供給の円滑化 

○経営の安定と持続には円滑な資金調達が必須であり，新規利用実績からも制度融資は効果的である。

また，保証料軽減や新型コロナ対応資金への利子補給等は経営体質が脆弱な小規模事業者にとって

は負担軽減が図られ，事業者からも評価の声が多い。 

○頻発する大規模自然災害により県内事業者の多くも大きな被害を受け，復旧のための新たな借入が増

加することによる金利負担等が厳しい事業者も多く，コロナ禍において売り上げが回復せず収益が不安
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定な状況の中において，保証料や金利負担の軽減は小規模事業者にとって非常に有効な施策である

ことから，継続及び拡充をお願いしたい。 

○みやぎ産業復興機構による債権買取りを実施した企業の買戻期限が本年度以降順次到来するが，コロ

ナの影響等により経営状況が悪化している企業が増えていることから，円滑なエグジットを促す支援の拡

充についても検討いただきたい。 

 

（５） 人材の育成及び確保並びに雇用環境の整備の促進 

○県内における雇用安定，産業人材の育成及び生産性改善の支援等に関する施策は大変充実している

が，地方における人材不足は大きな課題となっている。ＵＩＪターンの更なる促進，外国人人材活用のた

めの優遇措置など雇用確保のための施策拡充が必要である。 

○中小・小規模事業者の DX の重要性が問われている中，業種や規模を問わず，デジタル人材の育成は

急務である。DX で変革が求められるのは，競争上の優位性と大きな付加価値を生み出すためのもので

あり，デジタル人材の育成を支援する施策が必要である。 

 

（６） 産業の集積等 

○自動車関連産業，高度電子機械産業，食品製造業などの誘致，工業団地への立地や工場等の新増設

支援，雇用機会の創出を図り，中小企業・小規模事業者の活性化の促進が図られ，施策は十分推進さ

れていると感じる。 

○水産加工業は，連携した取組みが難しい業界であるが，今後は企業単体での取組みでは限界があるた

め，業種・異業種を含めた連携の支援を強化していただきたい。 

○中小企業から新規進出企業へ人材が流れることで，地元中小企業の人材採用や離職などへの影響が

ある。進出企業との取引はそれほど広がっておらず，収益の少ない既存の中小企業が取り残されていく

懸念がある。 

 

（７） 商業の振興等 

○商店街 NEXT リーダー創出事業は，特に商工会地域における若手後継者には大変有効な事業であり，

特にトライアル活動事業補助金は，魅力ある地域振興を模索する若手商業者にとって活用しやすい事

業である。 

○令和 3 年度においては，新型コロナウイルス感染症の影響による行動制限等の影響に加え，商店街活

動の中心となるリーダー不足等の要因もあり，施策の活用実績は低調であったと思われる。少子高齢化

や後継者難，頻発する自然災害やコロナ禍の影響も相まって地域商店街は益々脆弱化しているものの，

今後高齢化が進展する中で，地域商店街の重要性は益々大きくなることから，商店街を維持するために

も商業機能の回復と強化は必要不可欠である。 

 

（８） 地域資源の活用等 

○観光や地域資源活用は，地域ごとに隠れた魅力が多いことから，各市町村で魅力発掘を推進させ，価

値あるコンテンツ開発が図られるよう支援をして欲しい。 

○震災後，順調に増加してきた東北への観光・インバウンド客が新型コロナウイルスの影響で大きく落ち込

んでいることから，観光キャンペーンなどの機会を生かしながら，宮城・東北の魅力発信を行うとともに，

コロナ禍の収束を見すえた観光地再生や観光資源を活用した商品開発支援，感染状況を踏まえた需

要喚起策に取り組む必要がある。県では諸事業に取り組んでいただいており今後も継続して実施してい

ただきたい。 

○コロナ収束後の人流増加に備え，農林水産資源や観光資源を活用した振興施策については，地域活

性化に効果的であるが，関係機関との更なる連携が必要と考える。 

 

（９） 事業承継への支援 

○事業承継・引継ぎ支援センターと支援機関との連携体制により柔軟な支援が出来ていることは評価され

る。事業承継は，あらゆる問題等を抱えており，経営者等の心情にも配慮した支援が求められ繊細で時

間が掛かることが多いため，情報交換や共同での対応など更なる連携体制の構築が必要と思われる。 

○事業承継問題は地域を問わず喫緊の課題であると認識している。事業承継については時間を要すると

ころから，長期的な支援（サポート）が必要となる。今後も事業内容の周知を行いながら，廃業を減らし地

域経済のサスティナブルに貢献できる取組みが必要であると思料する。 

○宮城県事業承継・引継ぎ支援センターと連携し事業承継診断や専門家派遣を実施し，以前に増して必

要性を認識している経営者は多くなっていると感じるが，承継の実行まで至るケースが少ない状況である。
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経営者本人の意思も尊重しながら継続的な支援が不可欠であると認識している。 

○事業承継支援については，事業承継ネットワークを介し，各支援機関が掘り起こしと啓発を行っているが，

事業者の意識改革には十分とは言えない状況である。今後も，事業者の意識改革に繋がる事業展開が

必要と思われる。 

 

（１０） 災害発生後における支援 

○グループ補助金については災害からの復旧整備に大きな効果があり事業者からの評価も高く，担当す

る部署からの情報提供も徹底されている。[みやぎ仙台商工会] 

○グループ補助金は申請しづらいため（グループを組むことが難しい），個々に対する補助金があると良い。  

○災害を受けた際のグループ補助金も重要であるが，震災から 10 年以上経過し，今後の起こりうる災害・

感染症への対策としてＢＣＰ（事業継続計画）策定の施策・支援を充実・強化していただきたい。 

 

 

２ 検証 

 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行が継続する中，国内経済は厳しい状況が続いた。県内にお

いても緊急事態措置・まん延防止等重点措置区域に指定されるなど，中小企業・小規模事業者への影

響は大きく，商工会・商工会議所，及び金融機関等の支援機関や市町村から様々な意見が寄せられた。 

県の各種施策の実施状況については，各種施策が概ね効果的に実施されており，その効果を評価

するとの意見が寄せられた。具体的には，事業継続に向けた資金繰り支援，スタートアップ加速化支援

事業や中小企業再起支援事業など各種補助事業のほか，商店街振興，小規模事業者に対する支援策

に対する評価に加え，新型コロナウイルス感染症や災害への迅速な対応を評価する意見もあった。 

以上のことから，基本計画に掲げる各種施策については，概ね効果的に活用されていると考えられる。 

しかしながら，一方では，アフターコロナを見据え，事業者のＤＸを促進させる施策の充実や，地域経

済の持続的発展に寄与する事業承継・創業支援，社会を支える人材育成等が必要であるとの意見も寄

せられた。 

評価・意見をいただいた事業については，県としても重要な取組であり，いただいた意見を参考に，今

後も引き続き，関係機関と緊密に連携しながら各種施策を効果的に推進するととともに，変容する社会

情勢を踏まえた中小企業・小規模事業者の支援に取り組んでいく必要がある。  
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第６ 参考資料 

 

１ 宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画の主な指標の現況値 

  目標指標等 当初 現況値 目標 

1 製造品出荷額等（食料品製造業を除く） 
29,502 億円 
（H19 年） 

38,676 億円 
（R1 年） 

37,199 億円 
（R2 年） 

2 製造品出荷額等（高度電子機械産業分） 
11,868 億円 
（H19 年） 

12,671 億円 
（R1 年） 

11,164 億円 
（R2 年） 

3 製造品出荷額等（自動車産業分） 1,672億円 
（H19 年） 

4,514億円 
（R1 年） 

4,346億円 
（R2 年） 

4 企業立地件数（累計） 
32 件 

（H20 年） 
375件 
（R3 年） 

400件 
（R2 年） 

5 企業集積等による雇用機会の創出数（累計） 0 人 
（H20 年度） 

20,948 人 
（R3 年度） 

15,000 人 
（R2 年度） 

6 
産業技術総合センターによる技術改善支援件数 
（累計） 

443件 
（H20 年度） 

8,110件 
（R1 年度） 

8,005件 
（R2 年度） 

7 産学官連携数（累計） 22 件 
（H20 年度） 

2,407件 
（R3 年度） 

2,180件 
（R2 年度） 

8 知的財産の支援（知的財産関連成約）件数（累
計） 

160件 
（H20 年度） 

278件 
（R3 年度） 

261件 
（R2 年度） 

9 製造品出荷額等（食料品製造業） 
6,014億円 
（H19 年度） 

6,579億円 
（R1 年度） 

6,138億円 
（R2 年度） 

10 1 事業所当たり粗付加価値額（食料品製造業） 22,535 万円 
（H19 年度） 

32,453 万円 
（R1 年度） 

30,200 万円 
（R2 年度） 

11 企業立地件数（食品関連産業等）（累計） 
3 件 

（H20 年度） 
162件 

（R2 年度） 
163件 

（R2 年度） 

12 サービス業の付加価値額 22,129 億円 
（H18 年度） 

28,046 億円 
（R1 年度） 

25,273 億円 
（R2 年度） 

13 情報関連産業売上高 
2,262億円 
(H19 年度) 

- 
(R1 年度) 

3,020億円 
(R2 年度) 

14 
企業立地件数（開発系 IT 企業（ソフトウェア 
開発企業）） 

0 社 
（H20 年度） 

31 社 
（R2 年度） 

15 社 
（R2 年度） 

15 観光客入込数 5,679万人 
（H20 年） 

3,945万人 
（R2 年） 

7,000万人 
（R2 年） 

16 観光消費額 
3,283億円 
（H22 年） 

2,498億円 
（R2 年） 

4,000億円 
（R2 年） 

17 外国人延べ宿泊者数 15.1 万人 
（H20 年） 

12.2 万人 
（R2 年） 

50 万人 
（R2 年） 

18 水産加工品出荷額 
2,817億円 
（H19 年） 

- 
（R1 年） 

2,582億円 
（R2 年） 

19 宮城県の貿易額（県内港湾・空港の輸出入額） 11,050 億円 
（H20 年） 

8,041億円 
（R2 年） 

11,200 億円 
（R2 年） 

20 県の事業をきっかけとした海外企業等との年間 
成約件数 

27 件 
（H20 年度） 

15 件 
（R2 年度） 

16 件 
（R2 年度） 

21 企業誘致件数（進出外資系企業数）（累計） 
5 社 

（H20 年度） 
28 社 

（R2 年度） 
22 社 

（R2 年度） 

22 県が関与する高度人材養成事業の受講者数 
（累計） 

399人 
（H21 年度） 

1,457人 
（R2 年度） 

1,511人 
（R2 年度） 

23 基幹産業関連公共職業訓練の修了者数（累計） 
0 人 

（H21 年度） 
1,641人 
（R2 年度） 

1,702人 
（R2 年度） 

24 県立高等学校生徒のインターンシップ実施校率 53.7％ 
（H23 年度） 

33.8％ 
（R2 年度） 

80.0％ 
（R2 年度） 

25 創業や経営革新の支援件数（累計） 
119件 

（H20 年度） 
2,762件 
（R2 年度） 

2,320件 
（R2 年度） 

26 仙台空港乗降客数 
2,947千人 
（H20 年度） 

1,650千人 
（R3 年度） 

4,100千人 
（R2 年度） 

27 仙台空港国際線乗降客数 260千人 
（H20 年度） 

0 千人 
（R2 年度） 

480千人 
（R2 年度） 

28 正規雇用者数 
592,100 人 
（H24 年度） 

671,700 人 
（R2 年度） 

600,000 人 
（R2 年度） 

29 高年齢者雇用率 8.0％ 
（H21 年度） 

15.0％ 
（R2 年度） 

14.4％ 
（R2 年度） 

30 新規高卒者の就職内定率 
94.3％ 

（H20 年度） 
98.7％ 

（R2 年度） 
100.0％ 
（R2 年度） 

31 みやぎジョブカフェ利用者（併設の仙台学生職業 
センターを含む）の就職者数 

2,323人 
（H20 年度） 

3,505人 
（R2 年度） 

4,500人 
（R2 年度） 

32 障害者雇用率 1.57％ 
（H21 年度） 

2.21％ 
（R3 年度） 

2.20％ 
（R2 年度） 

33 商店街再生加速化計画策定数（累計） 
0 件 

（H24 年度） 
19 件 

（R2 年度） 
16 件 

（R2 年度） 

（第二期基本計画に参考として記載した主な指標） 
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２ 中小企業・小規模事業者数 

 

  

中小企業数 大企業   

  うち小規模事業者   企業数 

企業数 構成比 企業数 構成比 企業数 構成比 合計 

  ％   ％   ％   

全国 3,578,176   99.7  3,048,390  84.9   11,157  0.3  3,589,333  

宮城県 59,314   99.8  50,049  84.2  144  0.2  59,458  

令和 4年４月：経済産業省公表資料より抜粋（数値は平成２８年６月時点） 

 

 

 

３ 中小企業・小規模事業者従事者数 

 

  

中小企業数 大企業   

  うち小規模事業者   従業者数 

従業者数 構成比 従業者数 構成比 従業者数 構成比 合計 

  ％   ％   ％   

全国 32,201,032   68.8  10,437,271 22.3  14,588,963   31.2   46,789,995  

宮城県 528,256   84.6   177,092 28.4   96,276   15.4   624,532  

令和 4年４月：経済産業省公表資料より抜粋（数値は平成２８年６月時点） 
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