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１ 基本方針（条例 7 条関係）
県は，次に掲げる基本方針に基づき，ものづくり産業の振興に関する施策を講ずるものとする。

一 ものづくり事業者が有するものづくり基盤技術の高度化を促進し，その経営基盤
の強化を図ること。
二 ものづくり産業における新事業の創出を図ること。
三 産学官の連携の推進を図ること。
四 ものづくり事業者の事業環境の整備を図ること。
五 ものづくり産業を担う人材の育成及び定着を図ること。
六 ものづくり産業に関する企業の立地の促進を図ること。

参考１：ものづくり産業の定義（第 2 条関係）
次のいずれかに該当する業種をいう。
・ 食料品製造業，電子部品・デバイス製造業，電気機械器具製造業等の製造業
・ 機械修理業，ソフトウェア業，デザイン業，機械設計業その他の工業製品の設計，製造又は修理と密
接に関連する事業が属する業種

参考２：議会への報告等（第 18 条関係）
知事は，毎年度，ものづくり産業の振興に関して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し，これを議
会に提出するとともに，公表するものとする。
２ 知事は，毎年度，ものづくり産業の振興に関して講じた施策の実施の状況を議会に報告するとともに，公表
するものとする。
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２ ものづくり産業振興に関する施策体系図
県は，１の基本方針に基づき，ものづくり産業の振興に関する施策を講ずるに当たり，東日本大震災による甚
大な被害の復旧・復興に最優先で取り組むとともに，「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画」に掲
げられる取組に従い，具体的な事業を展開するものとし，以下で条例各条項に該当する宮城の将来ビジョンの
取組体系を示す。（括弧書きは，宮城の将来ビジョンで定められた「宮城の未来をつくる３３の取組」の番号を示
す。）
第8条
ものづくり事業者の経営基盤の強化

地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（うち，ものづくり基盤
技術の高度化・経営能率向上の促進に関すること） 【取組１】

産学官の連携による高度技術産業の集積促進 【取組２】

豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興 【取組３】

経営力の向上と経営基盤の強化 【取組１１】

第9条
ものづくり産業における新事業の創出

地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（うち，ものづくり事業
者の競争力強化・新事業創出の促進に関すること） 【取組１】

産学官の連携による高度技術産業の集積促進 【取組２】

高付加価値型サービス産業・情報関連産業及び地域商業の振興 【取組４】

経営力の向上と経営基盤の強化 【取組１１】

第 10 条
産学官の連携の推進等

産学官の連携による高度技術産業の集積促進 【取組２】
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第 11 条
事業環境の整備

地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（うち，資金供給の円
滑化に関すること）【取組１】

県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進（うち，県内企業
のグローバルビジネスの推進に関すること）【取組８】

自立的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成 【取組９】

経営力の向上と経営基盤の強化 【取組１１】

宮城の飛躍を支える産業基盤の整備 【取組１２】

第 12 条
人材の育成及び定着

地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（うち，人材の育成及
び定着に関すること） 【取組１】

高付加価値型サービス産業・情報関連産業及び地域商業の振興 【取組４】

産業活動の基礎となる人材の育成・確保 【取組１０】

第 13 条
ものづくり産業に関する企業の立地の促進

地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興（うち，ものづくり産業
の企業の立地促進に関すること） 【取組１】

県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進（うち，外資系企業
の立地促進に関すること） 【取組８】
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３ 令和元年度事業の実施状況
（１）ものづくり事業者の経営基盤の強化
県は，ものづくり事業者の製品開発力及び技術提案力の向上を図り，その競争力を高めるとともに，その経営
基盤の強化を図るため，ものづくり基盤技術の高度化の促進，経営能率の向上の促進その他必要な施策を総合的
に推進するものとする。（第 8 条）

自動車関連産業については，自動車産業の集積を目指し，自動車関連企業ＯＢのアドバイザーによる地域企業
への指導・助言や生産現場改善支援等を行ったほか，展示商談会等の開催により県内企業への取引拡大の支援を
実施した。また，県内の中小企業等を対象に，専門家派遣による経営計画等の指導を行ったほか，生産現場改善
の専門家「カイゼンマイスター」の育成を行う等，伴走型支援体制を拡充する取組を行った。
（単位：千円）

関係事業名
KC みやぎ（基盤技術
高度化支援センター）

当初予算額

実施概要（担当課・室）

［決算見込額］

7,593

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

［5,393］ 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

推進事業

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（構成機関全体の技術相談件数624件）。

富県宮城技術支援拠
点整備拡充事業

66,737

（新産業振興課）

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

［19,974］ 期の短縮化等の課題解決を支援するため，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するもの。R1年度は酒
造関連支援設備及びエンジニアリングプラスチック造形システムを導入した。
（新産業振興課)

自動車関連産業特別
支援事業

75,419

自動車関連産業における新規参入や取引拡大を目的として，「みやぎ自

［65,780］ 動車産業振興協議会（会員数：607（H30）→616（R1）」を運営母体に事業を展
開し，自動車メーカー向けに，とうほく・北海道 新技術・新工法展示商談会
（出展106 ブース〔うち宮城県15 ブース〕），とうほく・北海道 自動車関連技術
展示商談会（出展 26 ブース〔うち宮城県 6 ブース〕）及び県単独展示商談会
（出展者9 社）を開催したほか，専門アドバイザー，コーディネーターなどによ
るマッチング支援や県内企業への指導助言，生産現場改善支援などの各種
支援を行った。また，大学や自動車関連企業の協力の下，「みやぎカーイン
テリジェント人材育成センター」において，自動車の基礎，電子制御などを中
心に自動車の開発，設計に係る技術者養成のための実践的な研修や企業担
当者との交流座談会等を開催した（8 講座，57 人修了）。
県内の自動車関連企業の取引拡大をさらに推進するため，展示商談会（メ
ッセナゴヤ 2019）において合同出展による宮城県ブースを構え，5 社が出展
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した。また，競争力強化に向けた具体的な課題解決を支援するため，生産現
場改善支援事業として，集合研修（延べ 76 社参加），個別支援（7 社）を行っ
た。

（自動車産業振興室）

高度電子機械産業集

82,440

高度電子機械産業における，高成長・高付加価値市場への参入を目指

積促進事業

［66,025］ し，地域産学官の連携による「みやぎ高度電子機械産業振興協議会（会員
数：441（H30）→458（R1）」を運営母体に事業を展開した。特に今後，高成長
が見込まれる「半導体・エネルギー」，「医療･健康機器」，「航空機」を重点
分野として，市場特性に合わせたセミナー等を開催（計9回，延べ645人参
加）したほか，大型展示会への出展（計5回，延べ19社参加）やビジネスマッ
チング・個別企業紹介（計150回，延べ381社），国際認証取得奨励金（交付1
件，指定2件）を実施した。また，産学官が連携して開設した「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･高専の学生を対象と
した実践的な研修（全15日間，13人受講）を実施することにより，意欲あふれ
る優秀な人材を養成し，本県立地企業及び県内企業への定着に向けた取
組を行った。
MEMS関連事業に関しては，平成16年度に設立された産学官連携組織
「MEMS パークコンソーシアム」の事業の企画・運営に参加することにより，
セミナー等の開催を通じて，MEMS技術に関する情報共有・発信，ネットワ
ーク構築，事業化推進等の活動を支援した。

中小企業経営支援体
制強化事業

176,728

（新産業振興課）

(公財)みやぎ産業振興機構（県中小企業支援センター）において，起業か

［173,873］ ら販路開拓までを一貫的に支援する事業として，実践経営塾（現場経営塾・ミ
ニ経営塾含む）を47回（47社），地域派遣経営相談を37回（延べ43社）開催
（実施）した。
（公財）みやぎ産業振興機構（県中小企業支援センター）において，中小
企業等による人材・技術・情報等の経営資源を活用した創業，経営革新，取
引支援，販路拡大，情報化等の取組に対する支援を行った（取引あっせん成
立件数134件）。

新分野参入支援事業
《新規》

10,000
［5,929］

（中小企業支援室）

高度電子機械産業における，高成長・高付加価値市場への参入を目指
し，地域産学官の連携による「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」におい
て，重点取組分野としているエネルギー分野では，地元中小企業による高性
能リチウムイオン電池の製造・量産に向けて工場が設置されたが，出荷時検
査が製品化の際に障害となることから，産業技術総合センターにおいて検査
体制を整備（振動試験装置への安全対策）し，同電池に関する地域一貫体制
を構築することで，地域企業の競争力向上を支援した。

ものづくり基盤技術高
度化支援事業《新規》

9,800
［9,800］

（新産業振興課）

復興需要の収束後を見据えた「富県宮城の実現」に向けては，県内中小企
業等が産学官連携により技術開発等を進め，競争力を高めることが重要であ
るが，そのためのツールとして有効である国補助事業「戦略的基盤技術高度
化・連携支援事業（サポイン事業）」を活用する上では，事業実施において必
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須となる事業管理機関の体制が十分ではないため，（公財）みやぎ産業振興
機構の体制を強化し，県内企業の技術基盤高度化を支援した。
（専門員等 3 名→5 名，R1 事業採択件数 4 件）
みやぎカイゼンマイス
ター育成事業《新規》

6,000
［6,000］

（新産業振興課）

自動車や半導体等の大手メーカーや，その関連企業が県内へと進出した
こと等に伴い，特に中小企業では，事業に必要な人材確保が困難な状況とな
っている。今後は必要最小限の人数でも事業が行えるよう，専門家の支援を
受け，生産現場を改善し，業務を効率化させる必要があるが，業務改善を支
援する専門家が不足していることから，ものづくりシニア指導者育成事業の受
講者や，県内在住の大手ものづくり企業ＯＢ等に対し講座等を実施し，生産
現場改善の専門家「カイゼンマイスター」の育成を行った。（R1 受講者 6 名）
（新産業振興課）

クリーンエネルギーみ
やぎ創造事業

311,467

県内事業者による二酸化炭素排出量の削減等を図るため，県内事業者が

［266,398］ 行う省エネルギー設備の導入の取組を支援した。
（省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金 35 件）
県内事業者による二酸化炭素排出量の削減等を図るため，県内事業者が
行う再生可能エネルギー等設備の導入の取組を支援した。
（再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金 12 件）
県内におけるクリーンエネルギー関連産業の振興を図るため，県内で実
施する環境負荷の低減と環境関連産業の振興に資する先導的な取組を支援
した。
（クリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業補助金 4 件）
県内における環境関連産業の振興を図るため，県内事業者が行う環境関
連設備・デバイス等の製品開発の取組を支援した。
（宮城県新エネルギー等環境関連製品開発支援事業費補助金 7 件）
（環境生活部環境政策課）

燃料電池自動車普及
推進事業

59,509
［ 42,096 ］

県民・法人のＦＣＶ等の導入に係る経費に対し補助を行った（ＦＣＶ10 台等）
ほか，ＦＣＶに対する認知度の向上や利用機会の拡大に向け，公用車として
導入したＦＣＶを活用し普及啓発を行うとともに，ＦＣＶカーレンタルやタクシ
ー，FC バスの実証運行を行った。
スマート水素ステーションの保守点検など維持管理を行った。
（環境生活部再生可能エネルギー室）

水素エネルギー利活
用普及促進事業

12,082
［ 8,936 ］

県民の水素エネルギーへの認知度向上のため，地域情報紙等への記事
掲載を行ったほか，水素エネルギー発電設備を活用した普及啓発イベント等
を開催した。

水素エネルギー産業
創出事業

2,421
［ 925 ］

（環境生活部再生可能エネルギー室）

水素エネルギーに関する将来の産業創出に向けて，事業者等を対象とし
た水素・燃料電池関連産業に関するセミナーを 2 回開催した。
（環境生活部再生可能エネルギー室）
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新規参入・新産業創
出等支援事業

76,200

新事業，新産業創出などの促進を図るため産学連携・産産連携のもと共同

［59,449］ で行われる研究開発及びその事業化に要する経費を支援（地域イノベーショ
ン創出型：補助採択4件，グループ開発型：補助採択2件）した。また，高度電
子機械産業分野で，川下企業等への参入を目指して試作開発等に取り組む
県内企業に対して，その経費の一部を支援（成長分野参入支援型：補助採択
8件）した。

地域企業競争力強化
支援事業

14,731

（新産業振興課）

産業技術総合センターと企業等が連携し，県内企業の競争力を強化する

［13,737］ ため，耐熱合金の精密加工技術開発及びＩｏTを用いたモノづくり工程管理高
度化のための要素技術開発を実施した。

デジタルエンジニアリ
ング高度化支援事業

16,149

（新産業振興課)

三次元CADや３Dプリンタを高度に活用し，航空機や医療機器，ロボット等

［10,361］ の分野での新規参入や新産業創出に向けた製品開発を行うことができるデ
ジタルエンジニアを養成するため，産学官連携による研究会の開催（計3回，
延べ91人参加） 及び産業技術総合センターでの研修を実施 （2コース，14
人修了）するとともに，地域企業が抱える個別課題について，デジタルエンジ
ニアリングの手法を用いた解決支援を行った。

地 域未来 創出事業
（先導型含む）

21,072

（新産業振興課)

県内７圏域で中核的な行政サービスを担う地方振興（地域）事務所が, 各

［18,247］ 圏域における課題解決に向け，地域特性や地域資源を効果的に活用しなが
ら，産業振興を中心とした地域振興の横断的・一体的な取組として 24 事業を
実施した。

水産加工業ビジネス
復興支援事業

77,545

（富県宮城推進室）

震災からの回復が遅れている水産加工業について，生産現場における生

［67,269］ 産性改善や企業グループによる経営研究（勉強会）等の活動を支援するな
ど，（公財）みやぎ産業振興機構のものづくり支援ノウハウを活かし，伴走型
支援を実施した。（生産性改善支援 24 社，生産性向上のための設備導入等
支援9 社，企業グループによる経営研究等支援16 グループ，専門家派遣50
社，241 回）

食材王 国み や ぎ の
「食」ブランド化推進プ

13,533

（中小企業支援室）

県産食材のブランド価値向上に取り組む生産団体への支援や首都圏から

［ 10,688 ］ 県内生産現場に実需者を招へいする「みやぎ食材出会いの旅」を5組実施す

ログラム事業

るとともに，16件，984日間の首都圏ホテル等での「食材王国みやぎフェア」
の開催を支援した。

食産業ステージアッ
ププロジェクト

137,004

（農政部食産業振興課）

県内食産業の再構築を図るため，消費者や仕入先のニーズに基づき，県

［117,362］ 内食品製造業者が販路開拓を図る際に生じる「商品開発」，「人材育成」，「販
売・商談」などの課題に対し総合的な支援を実施した。
（商品ブラッシュアップ支援事業：専門家派遣 17件，
復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業等：商品開発等への支援 32
件，販売会・展示商談会出展支援 32件，展示商談会開催支援 3件，商談会
の開催 2回，大規模展示商談会への出展 1回。） （農政部食産業振興課）

-7-

ハラール対応食普及
促進事業

11,000

ムスリムに対応できる飲食店等の施設の増加を図るため，セミナー（1回）

［10,651］ やムスリム試食会（4回）の開催，県内事業者への専門家派遣等を行ったほ
か，ムスリムに県内のハラール対応飲食店等を紹介するトラベルガイドなどを
作成した。

みやぎ６次産業化・農
商工連携支援事業

3,109

（農政部食産業振興課）

地方振興事務所等が中心となり，６次産業化や農商工等連携の取組を促

［ 1,98１］ 進するため，マッチング機会の創出や，農林漁業者が商工業者と連携して取

（加工・直売等６次産

り組む新商品等の開発，販路開拓を積極的に支援した（開発提案商品 31

業化支援事業）

品）。
また，支援を行う人材育成研修会（2 回）及び農林漁業者を対象とした研修
会（2 回）を開催した。

６次産業化推進事業
（６次産業化トライアル

5,804

初めて６次産業化に取り組む農業者１者に対し，専門家派遣による事業計

［ 862］ 画のブラッシュアップ支援と，加工用機械・器具等の整備補助を行った。

事業）
みやぎマリアージュ推
進プロジェクト

（農政部農山漁村なりわい課）

（農政部農山漁村なりわい課）
15,000

県産ワインと県産食材との食べ合わせ（マリアージュ）により，農林水産物や

［14,940］ 加工品のマッチングによる商品開発や，都市と農村の交流を推進するため，
交流イベントの開催（仙台 7 回，東京 1 回），ワイナリーと生産地を巡るバスツ
アーの実施（4 回）、ワインに合う加工品の開発支援と販売会等の開催，情報
発信等を行った。

小規模事業者伴走型
支援体制強化事業

34,100

（農政部農山漁村なりわい課）

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

［20,209］ 工会・商工会議所に対し,中小企業診断士等の専門家を招いた経営計画等
作成セミナー等の実施74回）や専門家派遣による個別指導の実施（533回）に
係る経費の補助を行い，小規模事業者への支援体制の強化を図った。
（中小企業支援室）

創業・第二創業支援
事業

122,500

県内に事業所を置いて新たに創業又は第二創業する事業者に対し，スタ

［109,715］ ートアップ資金の補助を行った。（補助実績H31新規44件，H30からの継続
44件）

生産現場改善強化支
援事業

45,800

（中小企業支援室）

県内ものづくり中小企業・小規模事業者に対する伴走型支援体制を拡充

［39,739］ し，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図った。（生産性改善活動支援18社，生産
性向上のための設備導入等支援7社，現場改善セミナーの開催4回）
（中小企業支援室）

取引拡大チャレンジ
支援事業

21,300
［18,726］

<営業活動強化支援事業>
県外の発注企業へアフターフォローのため訪問する費用及び下記商
談会等に参加する県内ものづくり中小企業・小規模事業者の参加費用等
の一部を補助し, 中小企業等の受注獲得を支援した (補助件数57件
3,498千円) 。
<商談会等開催事業>
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県内ものづくり中小企業・小規模事業者を対象に，他都道府県や全国的
な団体の協力のもと，①みやぎ広域取引商談会(参加企業数：290社452名)
②宮城・山形・福島合同商談会（参加企業数：251社）③個別提案会（5回実
施）を開催した。
<ＷＥＢ開設支援事業>
自社のWEBサイトを新設又はリニューアルする際の専門家派遣費用を
負担し，ものづくり中小企業・小規模事業者の取引の拡大・確保を支援した
(補助件数37件)。
中小企業販路開拓総
合支援事業《新規》

38,900
［31,449］

（中小企業支援室）

県内の中小企業者等の商品・製品または技術について，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，企業のマーケティ
ング調査を支援し，製品の効果的な市場投入を促進した。また，中小企業
者等の販路開拓及び販路拡大を図るため，企業の営業力向上を集中的に
支援するとともに，企業の引き合わせを行い，新たな取引機会を提供した。
＜市場投入支援＞ 採択企業：8社（国内型6社，海外展開型2社）
＜営業力向上支援＞支援企業数：10社
＜引き合わせ支援＞
支援企業数：16社 引き合わせ件数：62件，展示会出展費補助件数：0件
（中小企業支援室）

（２）ものづくり産業における新事業の創出
県は，ものづくり事業者の競争力の強化に資し，かつ，将来において成長発展が期待される分野における新
たな事業の創出を促進するため，必要な施策を推進するものとする。（第 9 条）

高度電子機械産業の中でも，特に高い成長が見込まれる「半導体・エネルギー」，「医療･健康機器」，「航空
機」を重点分野と位置づけ，市場理解，技術高度化及び取引創出・拡大等を目指すため，市場セミナー等を開催
するとともに，新事業創出に向けた研究開発の支援を行った。また，県内の企業が抱える課題に対応するため，
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たほか，エネルギー分野において，高性能
リチウムイオン電池の出荷時検査体制を整備することにより，地域企業の競争力向上を支援する取組を行った。
（単位：千円）

関係事業名
富県宮城技術支援拠
点整備拡充事業

当初予算額

実施概要（担当課・室）

［決算見込額］

66,737

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

［19,974］ 期の短縮化等の課題解決を支援するため，地域の中小企業が単独で保有

［再掲］

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するもの。R1年度は
酒造関連支援設備及びエンジニアリングプラスチック造形システムを導入し
た。

起業家等育成支援事
業

（新産業振興課)

2,441

起業家育成施設「東北大学連携ビジネスインキュベータ（通称T-Biz）」に
［2,136］ 入居する企業10社に対し賃料補助を実施した。
（新産業振興課）
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19,950

ものづくり産業振興起

研究開発等を行うベンチャー企業等17社に対し，事務所・研究室等として
［4,446］ 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。

業家等育成支援事業

（新産業振興課）
みやぎ優れＭＯＮＯ
発信事業

［

8,500
8,500 ］

宮城県から数多くのものづくりヒット商品を生み出すため，県内で生産され
た優れた工業製品の中から，技術，品質，安心・安全，環境など 12 項目の基
準をクリアした 4 製品を第12 回「みやぎ優れ MONO」として認定し，各種の特
典や支援を実施した。

（新産業振興課）

高度電子機械産業集

82,440

高度電子機械産業における，高成長・高付加価値市場への参入を目指

積促進事業［再掲］

［66,025］ し，地域産学官の連携による「みやぎ高度電子機械産業振興協議会（会員
数：441（H30）→458（R1）」を運営母体に事業を展開した。特に今後，高成
長が見込まれる「半導体・エネルギー」，「医療･健康機器」，「航空機」を重
点分野として，市場特性に合わせたセミナー等を開催（計9回，延べ645人
参加）したほか，大型展示会への出展（計5回，延べ19社参加）やビジネス
マッチング・個別企業紹介（計150回，延べ381社），国際認証取得奨励金
（交付1件，指定2件）を実施した。また，産学官が連携して開設した「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･高専の学生
を対象とした実践的な研修（全15日間，13人受講）を実施することにより，意
欲あふれる優秀な人材を養成し，本県立地企業及び県内企業への定着に
向けた取組を行った。
MEMS関連事業に関しては，平成16年度に設立された産学官連携組織
「MEMS パークコンソーシアム」の事業の企画・運営に参加することにより，
セミナー等の開催を通じて，MEMS技術に関する情報共有・発信，ネットワ
ーク構築，事業化推進等の活動を支援した。

新分野参入支援事業
《新規》［再掲］

10,000
［5,929］

（新産業振興課）

高度電子機械産業における，高成長・高付加価値市場への参入を目指
し，地域産学官の連携による「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」におい
て，重点取組分野としているエネルギー分野では，地元中小企業による高性
能リチウムイオン電池の製造・量産に向けて工場が設置されたが，出荷時検
査が製品化の際に障害となることから，産業技術総合センターにおいて検査
体制を整備（振動試験装置への安全対策）し，同電池に関する地域一貫体
制を構築することで，地域企業の競争力向上を支援した。 （新産業振興課）

ものづくり基盤技術高
度化支援事業
《新規》［再掲］

9,800
［9,800］

復興需要の収束後を見据えた「富県宮城の実現」に向けては，県内中小
企業等が産学官連携により技術開発等を進め，競争力を高めることが重要で
あるが，そのためのツールとして有効である国補助事業「戦略的基盤技術高
度化・連携支援事業（サポイン事業）」を活用する上では，事業実施において
必須となる事業管理機関の体制が十分ではないため，（公財）みやぎ産業振
興機構の体制を強化し，県内企業の技術基盤高度化を支援した。
（専門員等 3 名→5 名，R1 事業採択件数 4 件）
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（新産業振興課）

7,476

みやぎの伝統的工芸
品産業振興事業

［

県内の地域において育み受け継がれてきた伝統的工芸品の振興を図る
5,800 ］ ため，新商品開発や販路拡大等に向けた支援（補助採択 5 件）や伝統的工
芸品に係るイベント等への参加（6 件）などを行った。

中小企業経営支援体
制強化事業［再掲］

176,728

（新産業振興課）

(公財)みやぎ産業振興機構（県中小企業支援センター）において，起業か

［173,873］ ら販路開拓までを一貫的に支援する事業として，実践経営塾（現場経営塾・ミ
ニ経営塾含む）を47回（47社），地域派遣経営相談を37回（延べ43社）開催
（実施）した。
（公財）みやぎ産業振興機構（県中小企業支援センター）において，中小
企業等による人材・技術・情報等の経営資源を活用した創業，経営革新，取
引支援，販路拡大，情報化等の取組に対する支援を行った（取引あっせん
成立件数134件）。

クリーンエネルギーみ
やぎ創造事業［再掲］

311,467

（中小企業支援室）

県内事業者による二酸化炭素排出量の削減等を図るため，県内事業者が

［266,398］ 行う省エネルギー設備の導入の取組を支援した。
（省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金 35 件）
県内事業者による二酸化炭素排出量の削減等を図るため，県内事業者が
行う再生可能エネルギー等設備の導入の取組を支援した。
（再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金 12 件）
県内におけるクリーンエネルギー関連産業の振興を図るため，県内で実
施する環境負荷の低減と環境関連産業の振興に資する先導的な取組を支援
した。
（クリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業補助金 4 件）
県内における環境関連産業の振興を図るため，県内事業者が行う環境関
連設備・デバイス等の製品開発の取組を支援した。
（宮城県新エネルギー等環境関連製品開発支援事業費補助金 7 件）
（環境生活部環境政策課）

新規参入・新産業創
出等支援事業［再掲］

76,200

新事業，新産業創出などの促進を図るため産学連携・産産連携のもと共同

［59,449］ で行われる研究開発及びその事業化に要する経費を支援（地域イノベーショ
ン創出型：補助採択4件，グループ開発型：補助採択2件）した。また，高度電
子機械産業分野で，川下企業等への参入を目指して試作開発等に取り組む
県内企業に対して，その経費の一部を支援（成長分野参入支援型：補助採択
8件）した。

地域企業競争力強化
支援事業［再掲］

14,731

（新産業振興課）

産業技術総合センターと企業等が連携し，県内企業の競争力を強化する

［13,737］ ため，耐熱合金の精密加工技術開発及びＩｏTを用いたモノづくり工程管理高
度化のための要素技術開発を実施した。

デジタルエンジニアリ
ング高度化支援事業
［再掲］

16,149

（新産業振興課)

三次元CADや３Dプリンタを高度に活用し，航空機や医療機器，ロボット等

［10,361］ の分野での新規参入や新産業創出に向けた製品開発を行うことができるデ
ジタルエンジニアを養成するため，産学官連携による研究会の開催（計3回，
延べ91人参加） 及び産業技術総合センターでの研修を実施 （2コース，14
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人修了）するとともに，地域企業が抱える個別課題について，デジタルエン
ジニアリングの手法を用いた解決支援を行った。
みやぎ IT 商品販売・
導入促進事業

（新産業振興課)

26,843

県内 IT 企業の開発商品のうち，技術の先進性や市場価値等により優れた

［11,507］

商品を「みやぎ認定IT 商品」として認定し，販売促進計画策定のための専門
家派遣による支援により営業活動を推進した（認定：３社３商品）。また，IT 商
品導入促進事業の事業効果を高めるため，県内最大級の展示会「ビジネス
マッチ東北」に出展し，みやぎ認定 IT 商品を PR した。 （新産業振興課）

みやぎ IT 市場獲得支
援・形成促進事業

15,698
［12,442］

最先端の技術や知識を習得して業務を獲得するため，先進企業等へ技
術者を派遣する企業に対して支援を行った（2 社 4 人）。
県内ＩＴ企業におけるＡＩ・ＩｏＴ関連ビジネスの創出を行う取組みを支援する
ため，委託により「先進的AＩ・ＩｏＴ活用ビジネス創出実証事業」を実施した（2
件：水産分野，自動車分野）。

創業・第二創業支援
事業［再掲］

122,500
県内に事業所を置いて新たに創業又は第二創業する事業者に対し，ス
［109,715］ タートアップ資金の補助を行った。（補助実績H31新規44件，H30からの継
続44件）

新事業創出支援事業

（新産業振興課）

（中小企業支援室）

20,000
中小企業等を対象として，地域資源や優れたビジネスアイデアを活かし
［11,096］ た，新商品・新サービスを提供するための商品開発等を支援した（25件）。
（中小企業支援室）

（３）産学官の連携の推進等
県は，新たな事業の創出を促進し，並びにものづくり基盤技術の高度化及びものづくり産業を担う人材の育成
を図るため，産学官の連携によるものづくり基盤技術の高度化等に関する研究開発及びその成果の利用の促進，
産学官の多様な交流の機会の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
県は，知的財産の活用によるものづくり事業者の競争力の強化を図るため，大学等における研究成果のものづ
くり事業者への移転の促進，情報の提供，助言その他の必要な施策を講ずるものとする。（第 10 条）
学術研究機関，経済・産業団体，金融機関，産業支援団体が参画する「ＫＣみやぎ推進ネットワーク」により，
ワンストップ体制による技術相談，産学共同研究会の運営，広報活動等の継続・充実を図るとともに，復興需要の
収束後を見据えた「富県宮城」の実現に向けて，（公財）みやぎ産業振興機構の体制を強化することで，県内企業
の技術基盤高度化を支援する取組を行った。
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（単位：千円）

関係事業名
KC みやぎ（基盤技術
高度化支援センター）

当初予算額

実施概要（担当課・室）

［決算見込額］

7,593

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

［5,393］ 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

推進事業 ［再掲］

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（構成機関全体の技術相談件数624件）。

起業家等育成支援事

（新産業振興課）

2,441

業 ［再掲］

起業家育成施設「東北大学連携ビジネスインキュベータ（通称T-Biz）」に
［2,136］ 入居する企業10社に対し賃料補助を実施した。
（新産業振興課）

高度電子機械産業集

82,440

積促進事業［再掲］

高度電子機械産業における，高成長・高付加価値市場への参入を目指

［66,025］ し，地域産学官の連携による「みやぎ高度電子機械産業振興協議会（会員
数：441（H30）→458（R1）」を運営母体に事業を展開した。特に今後，高成
長が見込まれる「半導体・エネルギー」，「医療･健康機器」，「航空機」を重
点分野として，市場特性に合わせたセミナー等を開催（計9回，延べ645人
参加）したほか，大型展示会への出展（計5回，延べ19社参加）やビジネス
マッチング・個別企業紹介（計150回，延べ381社），国際認証取得奨励金
（交付1件，指定2件）を実施した。また，産学官が連携して開設した「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･高専の学生
を対象とした実践的な研修（全15日間，13人受講）を実施することにより，意
欲あふれる優秀な人材を養成し，本県立地企業及び県内企業への定着に
向けた取組を行った。
MEMS関連事業に関しては，平成16年度に設立された産学官連携組織
「MEMS パークコンソーシアム」の事業の企画・運営に参加することにより，
セミナー等の開催を通じて，MEMS技術に関する情報共有・発信，ネットワ
ーク構築，事業化推進等の活動を支援した。

ものづくり基盤技術高
度化支援事業
《新規》［再掲］

9,800
［9,800］

（新産業振興課）

復興需要の収束後を見据えた「富県宮城の実現」に向けては，県内中小
企業等が産学官連携により技術開発等を進め，競争力を高めることが重要で
あるが，そのためのツールとして有効である国補助事業「戦略的基盤技術高
度化・連携支援事業（サポイン事業）」を活用する上では，事業実施において
必須となる事業管理機関の体制が十分ではないため，（公財）みやぎ産業振
興機構の体制を強化し，県内企業の技術基盤高度化を支援した。
（専門員等 3 名→5 名，R1 事業採択件数 4 件）
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（新産業振興課）

新規参入・新産業創
出等支援事業

76,200

新事業，新産業創出などの促進を図るため産学連携・産産連携のもと共同

［59,449］ で行われる研究開発及びその事業化に要する経費を支援（地域イノベーショ

［再掲］

ン創出型：補助採択4件，グループ開発型：補助採択2件）した。また，高度電
子機械産業分野で，川下企業等への参入を目指して試作開発等に取り組む
県内企業に対して，その経費の一部を支援（成長分野参入支援型：補助採択
8件）した。

地域企業競争力強化
支援事業［再掲］

14,731

（新産業振興課）

産業技術総合センターと企業等が連携し，県内企業の競争力を強化する

［13,737］ ため，耐熱合金の精密加工技術開発及びＩｏTを用いたモノづくり工程管理高
度化のための要素技術開発を実施した。

デジタルエンジニアリ
ング高度化支援事業

16,149

（新産業振興課)

三次元CADや３Dプリンタを高度に活用し，航空機や医療機器，ロボット

［10,361］ 等の分野での新規参入や新産業創出に向けた製品開発を行うことができる

［再掲］

デジタルエンジニアを養成するため，産学官連携による研究会の開催（計3
回，延べ91人参加） 及び産業技術総合センターでの研修を実施 （2コー
ス，14人修了）するとともに，地域企業が抱える個別課題について，デジタ
ルエンジニアリングの手法を用いた解決支援を行った。

次世代素材活用推
進事業

11,941

（新産業振興課)

セルロースナノファイバー（CNF）等の次世代素材の活用を推進するた

［10,302］ め，県内への CNF 普及と用途開発へ向けた取り組みを実施した。CNF 普
及に向けた取り組みとしては，産学官が連携するみやぎ CNF プロジェクト
チーム連絡会（6 月，2 月），講演会・サンプル展示会（「セルロースナノファ
イバーin 東北」，10 企業2 機関展示，参加者153 人），個別研究会をそれぞ
れ開催したほか，セミナー等における情報収集・発信を行った。
また，用途開発へ向けた取り組みとして，産業技術総合センターにおい
て関連する研究を行い，また，東北大学等との共同研究も実施した。
（新産業振興課)

放射光施設設置推
進事業

2,462,000

次世代放射光施設の整備主体である（一財）光科学イノベーションセンタ

［2,461,916］ ーに対する整備費補助を行ったほか，東北 6 県の産学官が連携した取組
の推進と産業利用促進に向けた普及啓発のため，東北放射光施設推進協
議会実務者会議及びあいちトライアルユース成果報告会を 1 月に開催し
た。また，県内企業の利用促進に向け，既存放射光施設（AichiSR）での放
射光利用実地研修（あいちトライアルユース）を実施した。
（新産業振興課)

知的財産活用推進
事業

821

日本弁理士会と宮城県の知的財産活用に関する協力協定に基づき，「み

［ 581］ やぎ知財セミナー」を全 3 回開催し（延べ参加者数 122 人），知的財産につ
いての理解向上を図った。また，産業技術総合センターに知財コーディネ
ーターを 2 名配置し，知的財産の流通促進と併せ，それらを活用した事業
化等に向けた支援を行った。
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（新産業振興課）

（４）事業環境の整備
県は，ものづくり産業の集積を促進し，及びものづくり事業者の自主的かつ自立的な事業活動を支援するため，
産業基盤の整備，資金供給の円滑化その他の必要な施策を講ずるものとする。（第 11 条）

ものづくり産業の基盤となる空港・港湾・道路等の整備を進めたほか，金利や信用保証料の引き下げなど，中
小企業者の経営安定等に向けた融資制度の充実を図った。また，県内製造業等の海外展開については，米国・ベ
トナム等において，県産品のテストマーケティングや海外における各種イベントにおいて県産品をＰＲするなど，
県内企業の販路開拓・取引拡大等に向けた支援を実施した。
（単位：千円）

関係事業名
信用保証協会経営基
盤強化対策事業

当初予算額

実施概要（担当課・室）

［決算見込額］

47,000

自動車関連産業及び高度電子機械産業等において規模拡大や新規参

［16,443］ 入を行う中小企業者や震災により被災した中小企業者が必要な資金を円
滑に調達できるよう，県制度融資に係る宮城県信用保証協会の保証付き融
資についての保証料軽減措置に対し補助金を交付し，協会経営の安定化
を図った（補助対象融資実績：4,139,723 千円）。

自動車関連産業特別
支援事業［再掲］

75,419

（商工金融課）

自動車関連産業における新規参入や取引拡大を目的として，「みやぎ自

［65,780］ 動車産業振興協議会（会員数：607（H30）→616（R1）」を運営母体に事業を
展開し，自動車メーカー向けに，とうほく・北海道 新技術・新工法展示商談
会（出展106 ブース〔うち宮城県15 ブース〕），とうほく・北海道 自動車関連
技術展示商談会（出展26 ブース〔うち宮城県6 ブース〕）及び県単独展示商
談会（出展者 9 社）を開催したほか，専門アドバイザー，コーディネーター
などによるマッチング支援や県内企業への指導助言，生産現場改善支援
などの各種支援を行った。また，大学や自動車関連企業の協力の下，「み
やぎカーインテリジェント人材育成センター」において，自動車の基礎，電
子制御などを中心に自動車の開発，設計に係る技術者養成のための実践
的な研修や企業担当者との交流座談会等を開催した（8講座，57人修了）。
県内の自動車関連企業の取引拡大をさらに推進するため，展示商談会
（メッセナゴヤ 2019）において合同出展による宮城県ブースを構え，5 社が
出展した。また，競争力強化に向けた具体的な課題解決を支援するため，
生産現場改善支援事業として，集合研修（延べ 76 社参加），個別支援（7
社）を行った。

県産食品海外ビジネ
スマッチングサポート
事業

13,727
［9,955］

（自動車産業振興室）

宮城県食品輸出促進協議会との連携により，バイヤー招へい商談会（マ
カオ・タイ・シンガポールの計 3 回）を開催したほか，海外でのフェア開催
（台湾）等の事業を実施した。また，輸出に取り組もうとする県内事業者に対
して，輸出活動（海外で開催される商談会への参加等）に要する経費の一
部を助成する補助事業を行った（9 件）。
- 15 -

（農政部食産業振興課）

輸出基幹品目販路開
拓事業

25,000
［23,527］

基幹となる輸出品目の海外プロモーションを展開した（タイ・ベトナム・シ
ンガポール・香港への水産物・いちご，米国へのホヤの 2 件）。
（農政部食産業振興課）

東アジアとの経済交
流促進事業

3,843
［2,053］

七十七銀行との共催による「宮城県・上海商談会」（参加 5 社）及び岩手
県との共催による「大連展示商談会」（参加 4 社）を実施し，県内企業のビジ
ネスチャンスの創出を図った。

海外事務所運営費補
助事業

45,766
［43，296］

（アジアプロモーション課）

韓国ソウル事務所（体制：3 人）及び中国大連事務所(体制：4 人)の設置
運営母体である（公社）宮城県国際経済振興協会に対し補助を行い，本県
経済の国際化とともに，貿易活動，本県企業の海外進出，国際観光振興の
展開及び技術・文化交流を推進した（企業の海外活動支援件数 174 件）。
（国際企画課）

日本貿易振興機構仙
台貿易情報センター

17,600
［14,800］

負担金

日本貿易振興機構仙台貿易情報センター（ジェトロ仙台）の経費の一部
を負担し，同センターとアジアプロモーション課が連携して県内企業の海
外ビジネス等を支援（ジェトロ仙台の相談対応件数 951 件）した。
（アジアプロモーション課）

みやぎグローバルビ
ジネス総合支援事業

1,830
［992］

海外ビジネスに積極的に挑戦しようとする県内企業を，ビジネスの深度
や段階に応じ総合的に支援するため，専門のアドバイザーによる相談対応
（9 件）及び実践的なセミナー（10 回，参加 324 人）を実施した。
（アジアプロモーション課）

東南アジアとの経済
交流促進事業

10,937
［8,390］

「ベトナム等ビジネスアドバイザリーデスク」を設置し，県内企業のベトナ
ムにおけるビジネス展開を支援する業務を委託することで，現地ニーズや
販売先，法規制等に関する情報収集を行い，今後のベトナム等での海外
展開の基礎を構築したもの。

姉妹友好関係等を活
用した海外販路開拓

23,868
［22,311］

事業

（アジアプロモーション課）

米国においてはシアトル都市圏において物産展等の開催，ロサンゼル
スでの日本食イベントに宮城県としてブース出展，デラウェア州等における
日本酒イベントの開催のほか，米国コンプライアンス対応のため，セミナー
等実施。ロシアにおいてはモスクワにおける商談会で宮城ブースを出展。
（国際企画課）

東南アジア宮城県産
品マーケティング支
援等事業

69,288
［65,909］

成長が続くアセアンの中でも，ベトナムを新たな市場と捉え，日系ショッ
ピングモールに設置した宮城県ブース「Miyagi Shop」において県産品 105
品目（参加企業33 社）のテストマーケティングを実施し，同国への本格進出
のための可能性を探求した他，現地レストラン 5 店舗で県産品を使用したメ
ニューを提供する「Miyagi Week」プロモーションや商談会等の開催等を行
い，BtoB 取引の促進を図った。また，事業に参加する県内企業に対し渡航
費等の一部を助成する補助事業を行った。
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（アジアプロモーション課）

事業承継支援体制強
化事業

17,500
［14,691］

中小企業経営者の事業承継への意識を啓発するほか，関係機関と連携
し宮城県事業承継ネットワークの取組を継続・強化し，円滑な事業承継を図
った。（事業承継診断 2,004 件，相談ヒアリング 1,303 社，専門家派遣件数
222 回，事業承継計画策定 1,050 社）

中小企業金融対策事
業

60,527,474
［49,355,474］

（中小企業支援室）

中小企業者に安定的かつ低利な資金を融通するために制度融資取扱
金融機関に対して原資を預託することで金融の円滑化を促進し，中小企業
者の経営の安定を図った（新規融資件数 4,101 件，新規融資額 57,474,443
千円）（R2.3 末現在）。

高規格幹線道路整備
事業・地域高規格道

15,242,400
［14,442,751］

路整備事業

三陸縦貫自動車道などの広域的経済活動を支える高規格幹線道路等の
整備を促進した。
県北地域における東西軸の強化を図る地域高規格道路として，みやぎ
県北道路の整備を行った。

港湾整備事業

（商工金融課）

5,699,923

（土木部道路課）

仙台塩釜港（仙台港区）において，船舶の大型化やコンテナ貨物の増大に

［7,389,310］ 対応するため，高砂コンテナターミナルの拡張整備を推進した（仙台港区
高砂埠頭用地造成事業（4ha））。
港湾利用促進事業

11,426
［10,003］

（土木部港湾課）

集荷促進や企業誘致に向けて，企業訪問（147 社）やセミナー（2 回）の
開催などのポートセールスを展開し，仙台塩釜港の利用拡大を推進した。
（土木部港湾課）

広域道路ネットワーク
整備事業

2,602,800
［4,616,641］

高規格道路の供用時期に合わせたアクセス道路などの広域道路ネットワ
ーク整備事業を推進し，産業起点の形成及び地域連携を支援した（主な事
業区間：一般国道 398 号石巻バイパスⅡ期［大瓜工区］，一般県道大島浪
板線［浪板工区］）。

仙台空港利用促進加
速事業

130,404
［102,181］

（土木部道路課）

仙台空港の航空路線の拡充と更なる利用促進に向けて，空港運営権者
と地元官民が一体となったエアポートセールスや航空需要の喚起を図る取
組を継続的に展開していく。また，新規就航路線助成事業を有効に活用
し，新規路線の就航に向けた取組を強化するとともに，若年層のパスポート
取得や海外教育旅行を促進する取組を併せて実施することで，仙台空港
国際線の需要の底上げを図る。
（土木部空港臨空地域課）

「富県戦略」育成・誘
致による県内製造業

17,620
［7,787］

仙台空港フロンティアパーク（１箇所）に信号機を整備し，交通の安全と
物流の円滑に対応した。

の集積促進事業
（工業団地等交通安
全施設整備）
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（警察本部交通規制課）

（５）人材の育成及び定着
県は，ものづくり産業の競争力を支える人材の育成及び定着を図るため，大学等における研究成果を活用した
事業を実施するものづくり事業者の創出その他の必要な施策を講ずるものとする。
県は，事業者，大学等その他の関係者と協調して，ものづくり産業の競争力を支える人材の育成及び定着を推
進するために必要な体制の整備を行うものとする。
県は，ものづくり産業を担う人材の資質の向上を図るため，高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援
学校の高等部を含む。以下同じ。）等におけるものづくり事業者を活用した産業教育の実施その他の必要な施策
を講ずるものとする。
県は，ものづくり基盤技術に対する関心と理解を深めるため，小学校，中学校，高等学校等におけるものづく
り基盤技術に関する教育の充実に必要な施策を講ずるものとする。（第 12 条）
産学官連携による「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」を運営するとともに，即戦力となる人材育成と県
内製造業への理解醸成を図るため，県内ものづくり企業へのインターンシップの支援等の取組を行った。また，
「みやぎ高度電子機械人材育成センター」や「みやぎカーインテリジェント人材育成センター」において，大学
生等を対象に，高度電子機械分野及び自動車分野の専門的な研修及びセミナーを実施した。
（単位：千円）

関係事業名

当初予算額

実施概要（担当課・室）

［決算見込額］

高度電子機械産業集

82,440

高度電子機械産業における，高成長・高付加価値市場への参入を目指

積促進事業［再掲］

［66,025］ し，地域産学官の連携による「みやぎ高度電子機械産業振興協議会（会員
数：441（H30）→458（R1）」を運営母体に事業を展開した。特に今後，高成
長が見込まれる「半導体・エネルギー」，「医療･健康機器」，「航空機」を重
点分野として，市場特性に合わせたセミナー等を開催（計9回，延べ645人
参加）したほか，大型展示会への出展（計5回，延べ19社参加）やビジネス
マッチング・個別企業紹介（計150回，延べ381社），国際認証取得奨励金
（交付1件，指定2件）を実施した。また，産学官が連携して開設した「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･高専の学
生を対象とした実践的な研修（全15日間，13人受講）を実施することにより，
意欲あふれる優秀な人材を養成し，本県立地企業及び県内企業への定着
に向けた取組を行った。
MEMS関連事業に関しては，平成16年度に設立された産学官連携組織
「MEMS パークコンソーシアム」の事業の企画・運営に参加することにより，
セミナー等の開催を通じて，MEMS技術に関する情報共有・発信，ネットワ
ーク構築，事業化推進等の活動を支援した。

中小企業経営支援体
制強化事業［再掲］

（新産業振興課）

176,728

(公財)みやぎ産業振興機構（県中小企業支援センター）において，起業か
［173,873］ ら販路開拓までを一貫的に支援する事業として，実践経営塾（現場経営塾・
ミニ経営塾含む）を47回（47社），地域派遣経営相談を37回（延べ43社）開催
（実施）した。
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（公財）みやぎ産業振興機構（県中小企業支援センター）において，中小
企業等による人材・技術・情報等の経営資源を活用した創業，経営革新，取
引支援，販路拡大，情報化等の取組に対する支援を行った（取引あっせん
成立件数134件）。
自動車関連産業特別
支援事業［再掲］

75,419

（中小企業支援室）

自動車関連産業における新規参入や取引拡大を目的として，「みやぎ自

［65,780］ 動車産業振興協議会（会員数：607（H30）→616（R1）」を運営母体に事業を
展開し，自動車メーカー向けに，とうほく・北海道 新技術・新工法展示商談
会（出展 106 ブース〔うち宮城県 15 ブース〕），とうほく・北海道 自動車関連
技術展示商談会（出展 26 ブース〔うち宮城県 6 ブース〕）及び県単独展示商
談会（出展者 9 社）を開催したほか，専門アドバイザー，コーディネーターな
どによるマッチング支援や県内企業への指導助言，生産現場改善支援など
の各種支援を行った。また，大学や自動車関連企業の協力の下，「みやぎ
カーインテリジェント人材育成センター」において，自動車の基礎，電子制
御などを中心に自動車の開発，設計に係る技術者養成のための実践的な
研修や企業担当者との交流座談会等を開催した（8 講座，57 人修了）。
県内の自動車関連企業の取引拡大をさらに推進するため，展示商談会
（メッセナゴヤ 2019）において合同出展による宮城県ブースを構え，5 社が
出展した。また，競争力強化に向けた具体的な課題解決を支援するため，
生産現場改善支援事業として，集合研修（延べ 76 社参加），個別支援（7 社）
を行った。

みやぎ IT 市場獲得支
援・形成促進事業

15,698

（自動車産業振興室）

最先端の技術や知識を習得して業務を獲得するため，先進企業等へ技

［12,442］ 術者を派遣する企業に対して支援を行った（2 社 4 人）。

［再掲］

県内ＩＴ企業におけるＡＩ・ＩｏＴ関連ビジネスの創出を行う取組みを支援す
るため，委託により「先進的 AＩ・ＩｏＴ活用ビジネス創出実証事業」を実施した
（2 件：水産分野，自動車分野）。

みやぎ IT 技術者等確
保・育成支援事業

458

（新産業振興課）

みやぎ組込み産業振興協議会が，組込みシステム産業振興機構（関西）

［247］ との連携により開催した「第 12 回組込み適塾」に係る経費を負担した（13 講
座，34 人参加）。また，みやぎモバイルビジネス研究会と連携し，新たな
ICT・IoT ビジネス創出に向けた新 ICT ビジネス創出セミナーを開催した（2
回開催，105 名参加）。

IT 人材採用・育成支
援事業

46,527

（新産業振興課）

県内・隣県の学生等の県内ＩＴ企業等への就業を促進するために，就職活動

［26,116〕 前の学生等を対象に県内ＩＴ産業や企業の認知度向上を目的として，県内Ｉ
Ｔ企業等が共同で教育機関等と連携して行う事業に対し，その費用の一部
を補助した（１団体へ補助）。また，新卒者等未経験者向けと職種転換希望
者向けに地域ＩＴ技術者育成をそれぞれ委託により実施した（新卒者等未経
験者向け４コース計受講２３人，職種転換希望者向け３研修計受講延べ 139
人）。

（新産業振興課）

- 19 -

産業人材育成プラット
フォーム推進事業

1,585

「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」の運営により，産学官の連携に
［834］ よる人材育成の方向性や構成機関の取組状況の共有化等を図るため，県
版全体会議を 1 回開催した（人材育成気運醸成のためのフォーラムについ
ては新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止）。また，地方振興事務
所が取り組む地域の人材を地域の力で育成する「圏域版プラットフォーム」
の展開を支援した（圏域版会議 7 事務所 22 回開催，関連事業 7 事務所 42
件実施）。

ものづくり人材育 成
確保対策事業

34,474

（産業人材対策課）

ものづくり企業セミナーを 1 回開催（仙南地域，企業 48 社，学生約 500

［28,666］ 人参加），高校生や大学生，教員及び保護者を対象とした工場見学会を 23
回実施（企業延べ 70 社，学生等延べ 1,071 人参加）し，学生の職業観醸成
や地元企業に対する理解促進を図ったほか，県内のものづくり企業や産
業，製品等を紹介する広報誌を発行（年 4 回，各 1 万 2 千部）し，就職希望
の高校生等に配布した。
また，高校等へのキャリアカウンセラー派遣によるセミナー（延べ 29 校，
生徒等延べ 1,486 人受講）を開催し，学生の製造業理解と職場定着を支援
した。
さらに，県内企業に触れる機会を創出し，誘致企業や地元企業への
人材供給を図るため，教育庁事業（クラフトマン２１事業）と連携しながら，工
業系高校生の技能向上を支援した（県内13 校133 プログラム，企業延べ306
社，学生 5,195 人参加）。
このほか，県内中小製造業の経営者・人事担当者を対象とする採用力向
上セミナーを 3 回開催（延べ72 事業所，106 人参加）し，企業の人材確保を
支援した。

地方創生インターン
シップ事業

19,384

（産業人材対策課）

首都圏の県内出身大学生を中心に,地方定着に向けた県内企業へのイン

［18,450］ ターンシップを実施した（受入企業の開拓70 社，累計登録学生数177 人，イ
ンターンシップ実施学生数 155 人）。
県内・県外大学で説明会を開催したほか，「学生向けインターンシップスタ
ート講座」，「保護者向け説明会」などを通じてポータルサイトへの登録を呼
びかけ，インターンシップ事業への参加を促した。（大学等説明会 48 回開
催）

ものづくり企業コーデ
ィネーター設置事業

（産業人材対策課）

19,000
ものづくり企業の雇用ミスマッチ解消を図るため，専門的知見を有する「も
［18,486］ のづくり企業コーディネーター」を 4 名配置し, 採用に苦慮する企業に対し
て適切な助言を行うとともに，企業の情報を学校に繋ぐ橋渡し役となり，企業
の学校訪問や，教員の企業見学会の実施など，企業・学校の円滑なマッチ
ング促進が図られた（企業等訪問件数 507 件，教員及び保護者向け企業見
学会 4 回開催，企業 11 社，教員等 82 人参加）。
（産業人材対策課）
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地域創生ものづくり人
材育成事業

33,286

人材不足が続いている製造業分野において，求職者を対象に，これまで
［7,019］ の公共訓練・民間訓練の枠組みでは実施できなかった雇用型訓練を実施
し，人材確保・育成対策の強化を図った。製造業企業２社で８人に対して訓
練を実施し，訓練後にはそのうち４人が就職した。
（産業人材対策課）

課題解決型インター
ンシップ推進事業《新

12,000
［4,852］

規》

地域の高専・大学等と連携し,県内ものづくり企業への長期インターンシ
ップを支援し，企業の課題解決に取り組むことにより，即戦力となる人材育
成と県内製造業への理解醸成を図った（受入企業12社，学生25人参加）。
（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

12,398
［11,465］

《新規》

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,しっ
かりとした勤労観・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。さらに，将来的な県内企業の早期離職
率の低下を図るため，シンポジウムの開催により持続可能な実施体制構築
に向けた取組 を進めた（NPO 団体への業務委託4 団体，県内18 校，生徒
1,929 人参加，キャリア教育シンポジウム 1 回開催）
（産業人材対策課）

プロフェッショナル人
材戦略拠点運営事業

51,726

（一社）みやぎ工業会内にプロフェッショナル人材戦略拠点を設置し，プ

［ 45,051 ］

ロフェッショナル人材戦略マネージャーを地域企業に派遣し，新事業や新
販路開拓など「攻めの経営」への転換を促すとともに，必要なプロフェッショ
ナル人材を明確化し，民間人材ビジネス事業者等を活用することにより，プ
ロフェッショナル人材の採用を支援した。
成約件数：165 件（内，大企業連携 0 件）,
新規訪問企業数：184 社（内，大企業連携 0 社）

宮城ＵＩＪターン助成金
事業

（雇用対策課）

40,000

首都圏など県外に居住するプロフェッショナル人材を新たに雇用，また
［ 19,557 ］ はお試し就業を実施した県内中小企業に対し，紹介手数料は 3 分の 2，そ
れ以外の経費は 2 分の 1 を助成した。
県内中小企業 12 事業者に対し，交付決定し，15 名のプロフェッショナル
人材の受入に活用された。

（雇用対策課）

新規学卒者ＵＩＪターン

20,150

就職支援事業

[10,634］ め，県外大学生等が就職活動のために住所地と県内を往復する経費の 2 分

宮城県内企業の人材確保と県外大学生等のＩＪＵターン就職を促進するた

の 1 を助成した。
令和元年度の助成実績は，89 件，796,500 円であった。
（雇用対策課）
みやぎクラフトマン 21
事業

4,613
自治体を含めての地域をあげた産業人材育成の体制を構築し，工業関係
［3,939］ の高校生が現場実習や企業等の熟練技能者による実践事業を通して，技術
力向上とものづくり産業に対する理解を深め，地域産業を支える人材の確保
と育成を図った。（参加校13校，133のプログラムを実施）
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・ ものづくり現場実習

・ ものづくり高・大・企業連携

・ ものづくり実践指導支援

・ ものづくりコンテスト充実支援

・ ものづくり出前授業

・ ものづくり教員研修
（教育庁高校教育課）

45,400

「地学地就」地域産業

学校と地域の企業及び県の関係機関が連携協力して，地域の将来を支え
［38,188］ るものづくり人材の育成と確保及び職場定着の取組を行うため，県立高等学

の担い手育成推進事
業

校に連携コーディネーターを配置した。（30校15名） （教育庁高校教育課）

（６）ものづくり産業に関する企業の立地の促進
県は，社会資本の整備の状況，土地利用の動向等から，ものづくり産業に関する企業の立地に適すると認めら
れる区域において，その立地を促進するための有効な土地利用がなされるよう，関係市町村その他の関係機関と
連携を図りつつ，必要な施策の推進に努めるものとする。
県は，ものづくり産業に関する企業の立地に係る手続の円滑化及び迅速化を図るため，必要な体制の整備に努
めるものとする。
県は，ものづくり産業に関する企業の立地を促進するため，情報の提供，立地に必要な資金の供給の円滑化そ
の他の必要な施策を講ずるものとする。（第 13 条）

「民間投資促進特区」制度による税制の特例や立地奨励金の交付，有望業界動向調査の実施及び企業訪問活動
等の強化等により，「自動車関連産業」，「高度電子機械関連産業」及び「食品関連産業」分野を中心として，
企業誘致の促進を図った。
（単位：千円）

関係事業名
立地有望業界動向調査
事業

当初予算額

実施概要（担当課・室）

［決算見込額］

1,009

高度電子機械関連産業を中心に企業情報の提供などを内容とする委託

［1,008］ 契約を締結し，他県に先駆けて設備投資情報を入手することにより，効果的
な企業誘致活動を実施した。

みやぎ企業立地奨励金
事業

2,700,000
［1,567,720］

（産業立地推進課）

従前の奨励金制度を拡充し，平成 20 年度に創設された制度。県内に工
場等を新設・増設する企業に対し，奨励金（26 件，1,567,720 千円）を交付
し，企業誘致の促進と県内企業の県内での業務拡張の支援を行った。
（産業立地推進課）

工場立地基盤整備事業
貸付金

400,000
［10,800］

工場用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
係る事業費を無利子で貸し付けることにより，産業用地の造成を促進した。
令和元年度の貸付実績は 1 件 10,800 千円であった。 （産業立地推進課）
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工業立地関連特別対策
事業

715,150
［70,631］

原水供給である仙台北部工業用水道の濁度対策のため企業局が実施す
る水処理施設の建設費に対して補助を実施（H30～R2 の 3 年間）。
令和元年度は，715,150 千円を交付決定したものの，繰越していた平成 30
年度事業の詳細設計業務に関して，工法の検討及び工程の見直しにより 7
ヶ月の工期延長が必要となり，令和元年度事業分についても着手が遅れた
ことにより年度内の工事完了が困難となり全額繰越処理を行った。
（産業立地推進課）

名古屋産業立地センタ
ー運営事業

11,751
［10,440］

中京地区における自動車関連産業を中心とした誘致活動を実施し，本県
への企業集積を促進するとともに，県内の自動車関連企業の取引拡大に向
けた支援を行った。

ＩＴ企業立地促進事業

85,084
［28,801］

（産業立地推進課）

誘致活動の結果，医療・健康等のサービスモデル開発拠点やソフトウェア
開発拠点等として、６社が仙台市内に立地した。また，企業訪問等による情
報提供やＩＴ企業立地セミナーの開催により，情報通信関連事業所の立地の
促進を図った。

クリーンエネルギーみ
やぎ創造事業 ［再掲］

311,467

（新産業振興課）

県内事業者による二酸化炭素排出量の削減等を図るため，県内事業者が

［266,398］ 行う省エネルギー設備の導入の取組を支援した。
（省エネルギー・コスト削減実践支援事業補助金 35 件）
県内事業者による二酸化炭素排出量の削減等を図るため，県内事業者が
行う再生可能エネルギー等設備の導入の取組を支援した。
（再生可能エネルギー等設備導入支援事業補助金 12 件）
県内におけるクリーンエネルギー関連産業の振興を図るため，県内で実
施する環境負荷の低減と環境関連産業の振興に資する先導的な取組を支
援した。
（クリーンエネルギーみやぎ創造チャレンジ事業補助金 4 件）
県内における環境関連産業の振興を図るため，県内事業者が行う環境関
連設備・デバイス等の製品開発の取組を支援した。
（宮城県新エネルギー等環境関連製品開発支援事業費補助金 7 件）
（環境生活部環境政策課）

対宮城県直接投資促進
事業

23,834

日本企業・大学等とのオープンイノベーションを期待している外資系企業

［16,624］ が多いことから，日欧産業協力センターと連携してＥＵ企業と県内企業との
ビジネスマッチング商談会を開催し，協業等を契機とした外資誘致を推進。
また，県内関係機関等と連携し，外資系企業・海外公館等の訪問，国内外
におけるプロモーションを実施して外資系企業の立地促進を図った。
（国際企画課）

（７）震災復興関連事業
東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において，「宮城県震災復興計画」を着実に実施するため，被
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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，県が認定する復興事業計画に基づき，その計
画に不可欠な施設等の復旧・整備に対して，国と連携して補助する「中小企業等復旧・復興支援事業費補助金
（中小企業等グループ施設等復旧整備補助金）」，復興事業計画の認定を受けた中小企業等グループの企業や，
中小企業基盤整備機構が整備する仮設工場・事業所等への入居企業等に対し，復旧に必要な設備等の導入資金
について長期・無利子の貸付を行う「中小企業等グループ設備等復旧整備資金貸付事業」，県制度融資「みや
ぎ中小企業復興特別資金」などの支援を実施した。

（単位：千円）

関係事業名
復興企業相談助言事
業（震災復興基金）

当初予算額

実施概要（担当課・室）

［決算見込額］

40,611

震災からの復興を目指し経営課題に取り組む中小企業者に対し，（公財）

［39,533］ みやぎ産業振興機構に登録する専門家を，30 社，延べ 148 回派遣すること
により支援した。また，中小企業等復旧・復興支援事業を活用した中小企業
等を対象に，同機構の巡回訪問員が，365 社，延べ 658 回訪問し，相談・助
言等を行ったほか，被災企業等を対象としたセミナーを３回開催する等のフ
ォローアップを実施した。

（企業復興支援室）

中小企業施設設備復

100,000

東日本大震災により甚大な被害を受けた地域において，地域の生活基盤

旧支援事業（震災復

［14,221］

となっている中小企業者のうち，製造業者が実施する生産施設及び生産設

興基金）

備の復旧事業を支援するため，2 件 14,221 千円の交付決定を行った。
（新産業振興課）

中小企業等復旧・復

21,887,000

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，県が

興支援事業費補助金

［4,084,015］

認定する復興事業計画に基づき，その計画に不可欠な施設等の復旧・整備
に対して，国と連携して補助することにより，県内中小企業等の早期事業再

（中小企業等グルー

開を支援し，地域経済の復興に寄与する（交付決定：38ｸﾞﾙｰﾌﾟ，142事業者

プ施設等復旧整備補

8,295,881千円）。

助金）
工業製品放射線関連
風評被害対策事業

（企業復興支援室・商工金融課）

308

取引先からの要望への対応や海外輸出のために製品の放射線検査を必

［298］

要とする企業等からの求めに応じ，センターで保有している機器を用いて製
品の放射能測定を実施し，その結果を証明書として交付した。
（新産業振興課）

被災中小企業海外ビ

5,000

ジネス支援事業

［2,533］ に対し，取引再開又は新たな海外販路開拓を支援するため，商談や展示会

震災や各国の輸入規制により海外との取引を中断又は喪失した県内企業

等への出展に要する経費の補助（経費補助 16 件）を行った。
（アジアプロモーション課）
中小企業等グループ

0

被災中小企業の早期事業再開を支援するため，(公財)みやぎ産業振興

設備等復旧整備資金

［0］

機構において，復興事業計画の認定を受けた中小企業等グループの企業

貸付事業

（過年度造成済）

等に対し，復旧に必要な設備等の導入資金に係る長期・無利子の貸付（17
件1,182,780千円の貸付決定）を行った。
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（企業復興支援室）

中小企業経営安定資
金等貸付金

20,281,000
［17,864,000 ］

東日本大震災により被災した事業者向けの制度融資「みやぎ中小企業
復興特別資金」により，被災事業者の円滑な資金調達を支援した（新規融
資件数232件，新規融資額4,988,265千円）（R2.3末現在）。 （商工金融課）

中小企業等二重債務
問題対策事業

100,000
［617］

東日本大震災に伴う中小企業者等の二重債務問題への対応として，既
往債務の買取を行う「宮城産業復興機構」へ出資した。

（商工金融課）

被災中小企業者対策

140,000

資金利子補給事業

［46,255］ 利負担を軽減するため，利子補給を実施した（延べ827社）。（商工金融課）

創業・第二創業支援
事業［再掲］

122,500
［109,715］

みやぎ中小企業復興特別資金の借入れを行った被災中小企業者の金

県内に事業所を置いて新たに創業又は第二創業する事業者に対し，ス
タートアップ資金の補助を行った。（補助実績H31新規44件，H30からの継
続44件）

（中小企業支援室）

（注１） 担当課・室名の欄で，経済商工観光部については，部名の記載を省略している。
（注２） 「３ 令和元年度事業の実施状況」の表中，決算見込額については，令和２年４月末時点の見込額とし，平成３０年度繰越事業
に係る繰越分を含む金額を記載している。また，関係事業名は，「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生 実施計画」の取組名
を記載し，予算額については，本条例各条項に該当する事業費を記載している。
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４ 令和２年度の主な取組
（１）ものづくり事業者の経営基盤の強化
県内企業の技術力の高度化や販路拡大を図るため，自動車関連産業については，自動車関連産業のＯＢを活用
した県内企業への生産現場改善支援等や受発注拡大に向けた展示商談会の開催を行う。また，県産農林水産物な
ど豊かな地域資源の活用や，都市と農山漁村の交流等も取り入れた新たな６次産業化に取り組むほか，県内中小
企業等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取組の支援や人員配
置の適正化等による経営安定化を促進する。
（単位：千円）

予算額

令 和 ２ 年 度 事 業
ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業

担当課・室

7,354

新産業振興課

富県宮城技術支援拠点整備拡充事業

13,814

新産業振興課

自動車関連産業特別支援事業

68,555

自動車産業振興室

高度電子機械産業集積促進事業

86,134

新産業振興課

中小企業経営支援体制強化事業

178,075

中小企業支援室

ものづくり基盤技術高度化支援事業

9,800

新産業振興課

みやぎカイゼンマイスター育成事業

6,000

新産業振興課

クリーンエネルギーみやぎ創造事業

328,023

環境生活部環境政策課

燃料電池自動車普及推進事業

189,244

環境生活部再生可能エネルギー室

12,070

環境生活部再生可能エネルギー室

2,414

環境生活部再生可能エネルギー室

水素エネルギー利活用普及促進事業
水素エネルギー産業創出事業
新規参入・新産業創出等支援事業

75,450

新産業振興課

地域企業競争力強化支援事業

12,912

新産業振興課

デジタルエンジニアリング高度化支援事業

16,121

新産業振興課

地域未来創出事業（先導型含む）

20,268

富県宮城推進室

水産加工業ビジネス復興支援事業

73,121

中小企業支援室

食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業

13,214

農政部食産業振興課

132,537

農政部食産業振興課

10,000

農政部食産業振興課

食産業ステージアッププロジェクト
ハラール対応食普及促進事業
加工・直売等６次産業化支援事業

4,521

農政部農山漁村なりわい課

みやぎ６次産業化トライアル事業

5,600

農政部農山漁村なりわい課

34,100

中小企業支援室

110,000

中小企業支援室

生産現場改善強化支援事業

43,472

中小企業支援室

取引拡大チャレンジ支援事業

21,279

中小企業支援室

中小企業販路開拓総合支援事業

37,400

中小企業支援室

小規模事業者伴走型支援体制強化事業
創業・第二創業支援事業
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（２）ものづくり産業における新事業の創出
高度電子機械産業やＩＴ及びクリーンエネルギー産業等の新たに成長が期待される産業分野における新事業
の創出に向けた，取引開始，製品開発・普及等の取組を支援する。高度電子機械産業については，県内企業の関
連分野における受発注取引の拡大に向け，「半導体・エネルギー」，「医療･健康機器」，「航空機」を重点分野として注
力した取組を進める。また，学術研究機関と連携してクリエイティブなデジタルエンジニアの育成と県内企業への技術
の普及を図る。
（単位：千円）

予算額

令 和 ２ 年 度 事 業
富県宮城技術支援拠点整備拡充事業［再掲］

担当課・室

13,814

新産業振興課

2,322

新産業振興課

13,473

新産業振興課

8,500

新産業振興課

86,134

新産業振興課

ものづくり基盤技術高度化支援事業［再掲］

9,800

新産業振興課

みやぎの伝統的工芸品産業振興事業

6,610

新産業振興課

起業家等育成支援事業
ものづくり産業振興起業家等育成支援事業
みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業
高度電子機械産業集積促進事業［再掲］

中小企業経営支援体制強化事業［再掲］

178,075

中小企業支援室

クリーンエネルギーみやぎ創造事業［再掲］

328,023

環境生活部環境政策課

新規参入・新産業創出等支援事業［再掲］

75,450

新産業振興課

地域企業競争力強化支援事業［再掲］

12,912

新産業振興課

デジタルエンジニアリング高度化支援事業［再掲］

16,121

新産業振興課

みやぎ IT 商品販売・導入促進事業

26,855

新産業振興課

みやぎ IT 市場獲得支援・形成促進事業

21,220

新産業振興課

創業・第二創業支援事業［再掲］
新事業創出支援事業

110,000

中小企業支援室

20,000

中小企業支援室

（３）産学官の連携の推進等
ＫＣみやぎを窓口とした，地域企業の基盤技術高度化支援に加え，「ＫＣみやぎ推進ネットワーク」の活動を
通じて，地域企業と学術研究機関との実践的連携活動を促進する。また，あらゆる産業に関わる表面・界面制御
技術の活用促進に向けたセミナーの開催や産業技術総合センターと企業等の連携による技術開発の支援に取り
組むとともに，最先端の研究開発基盤である「次世代放射光施設」の整備促進を図る。

（単位：千円）

令 和 ２ 年 度 事 業

予算額

担当課・室

ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業［再掲］

7,354

新産業振興課

起業家等育成支援事業［再掲］

2,322

新産業振興課

86,134

新産業振興課

高度電子機械産業集積促進事業［再掲］
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ものづくり基盤技術高度化支援事業［再掲］

9,800

新産業振興課

新規参入・新産業創出等支援事業［再掲］

75,450

新産業振興課

地域企業競争力強化支援事業［再掲］

12,912

新産業振興課

デジタルエンジニアリング高度化支援事業［再掲］

16,121

新産業振興課

次世代素材活用推進事業

10,704

新産業振興課

放射光施設設置推進事業

5,214

新産業振興課

787

新産業振興課

1,900

新産業振興課

知的財産活用推進事業
素材先端技術活用推進事業《新規》

（４）事業環境の整備
企業立地の誘導や進出企業の利便性向上を図るため，道路・空港・港湾等のインフラ整備を進める。また，自動車関
連産業及び高度電子機械産業等において規模拡大や新規参入を行う中小企業者や震災により被災した中小企業
者が県制度融資を利用する際の信用保証料の引き下げなど融資の利活用促進を図るとともに，海外での商談会開
催や各種イベントにおいて県産品のＰＲを行い，県内企業の海外への販路開拓を促進する。

（単位：千円）

予算額

令 和 ２ 年 度 事 業

担当課・室

信用保証協会経営基盤強化対策事業

43,000

商工金融課

自動車関連産業特別支援事業［再掲］

68,555

自動車産業振興室

県産食品海外ビジネスマッチングサポート事業

13,511

農政部
食産業振興課

39,600

輸出基幹品目販路開拓事業
東アジアとの経済交流促進事業

3,058

農政部食産業振興課
アジアプロモーション課

海外事務所運営費補助事業

44,906

国際企画課

日本貿易振興機構仙台貿易情報センター負担金

17,600

アジアプロモーション課

1,836

アジアプロモーション課

11,000

アジアプロモーション課

みやぎグローバルビジネス総合支援事業
東南アジアとの経済交流促進事業
姉妹友好関係等を活用した海外販路開拓事業

2,488

国際企画課

北米及び欧州における販路開拓・定着支援事業《新規》

22,237

国際企画課

東南アジア宮城県産品マーケティング支援等事業

39,352

アジアプロモーション課

事業承継支援体制強化事業

17,500

中小企業支援室

中小企業金融対策事業

60,271,400

商工金融課

高規格幹線道路整備事業・地域高規格道路整備事業

14,044,600

土木部道路課

5,109,088

土木部港湾課

16,687

土木部港湾課

1,034,500

土木部道路課

港湾整備事業
港湾利用促進事業
広域道路ネットワーク整備事業
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仙台空港利用促進加速事業
「富県戦略」育成・誘致による県内製造業の集積促進事

124,782

土木部空港臨空地域課

19,150

警察本部交通規制課

業(工業団地等交通安全施設整備)

（５）人材の育成及び定着
「みやぎ産業人材育成プラットフォーム」の運営により，産学官連携による人材育成への取組を推進するととも
に，ものづくり企業の雇用ミスマッチ解消に向けてコーディネーターを配置するなど，人材定着に向けた取組を支
援する。また，学生等の県内ＩＴ企業への就業を促進するため，企業の知名度向上等を図り，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企業が直ぐに必要としているＩＴ人材の育成確保と地域ＩＴ産業におい
て不足している高度ＩＴ人材の育成を図る。
（単位：千円）

令 和 ２ 年 度 事 業
高度電子機械産業集積促進事業 ［再掲］

予算額
86,134

中小企業経営支援体制強化事業［再掲］

178,075

担当課・室
新産業振興課
中小企業支援室

自動車関連産業特別支援事業［再掲］

68,555

自動車産業振興室

みやぎ IT 市場獲得支援・形成促進事業［再掲］

21,220

新産業振興課

437

新産業振興課

53,259

新産業振興課

みやぎ IT 技術者等確保・育成支援事業
IT 人材採用・育成支援事業
産業人材育成プラットフォーム推進事業

1,506

産業人材対策課

ものづくり人材育成確保対策事業

34,951

産業人材対策課

みやぎ de インターンシップ事業

18,884

産業人材対策課

ものづくり企業コーディネーター設置事業

19,000

産業人材対策課

課題解決型インターンシップ推進事業

11,400

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

11,750

産業人材対策課

プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業

65,046

雇用対策課

宮城ＵＩＪターン助成金事業

40,000

雇用対策課

新規学卒者 UIJ ターン就職支援事業

15,150

雇用対策課

ＳＤＧｓ追求型地域産業振興事業《新規》

8,000

富県宮城推進室

みやぎクラフトマン２１事業

4,613

教育庁高校教育課

37,309

教育庁高校教育課

「地学地就」地域産業の担い手育成推進事業
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（６）ものづくり産業に関する企業の立地の促進
工場等を新・増設する企業を支援する奨励金制度，民間投資促進特区による税制の特例措置，企業訪問をはじ
めとする企業誘致活動等により，「自動車関連産業」，「高度電子機械関連産業」及び「食品関連産業」の集積
を中心に重点的な誘致を行い，雇用機会の拡大を図る。

（単位：千円）

令 和 ２ 年 度 事 業

予算額

担当課・室

立地有望業界動向調査事業

1,009

産業立地推進課

みやぎ企業立地奨励金事業

2,200,000

産業立地推進課

工場立地基盤整備事業貸付金

400,000

産業立地推進課

工業立地関連特別対策事業

405,933

産業立地推進課

12,250

産業立地推進課

200,000

産業立地推進課

5,000

産業立地推進課

名古屋産業立地センター運営事業
高水質浄水施設整備支援事業補助金《新規》
宮城県立地企業雇用確保支援対策事業《新規》
ＩＴ企業立地促進事業

85,954

クリーンエネルギーみやぎ創造事業［再掲］

328,023

対宮城県直接投資促進事業

20,590

新産業振興課
環境生活部環境政策課
国際企画課

（７）震災復興関連事業
東日本大震災により甚大な被害を受けたものづくり事業者の復旧・復興を支援するため，創業資金の補助，中小企業
の生産施設等の復旧への助成のほか，被災した中小企業者の県制度融資からの借入に対する利子補給や相談・助言
等の支援を行う。
（単位：千円）

令 和 ２ 年 度 事 業

予算額

担当課・室

復興企業相談助言事業（震災復興基金）

40,611

企業復興支援室

中小企業施設設備復旧支援事業（震災復興基金）

70,000

新産業振興課

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金

16,710,000

企業復興支援室商工金融課

（中小企業等グループ施設等復旧整備補助金）
315

工業製品放射線関連風評被害対策事業

5,000

被災中小企業海外ビジネス支援事業
中小企業等グループ設備等復旧整備資金貸付事業
中小企業経営安定資金等貸付金
中小企業等二重債務問題対策事業
被災中小企業者対策資金利子補給事業
創業・第二創業支援事業［再掲］

過年度造成済

新産業振興課
アジアプロモーション課
企業復興支援室

18,439,000

商工金融課

100,000

商工金融課

83,000

商工金融課

110,000

中小企業支援室

（注１） 担当課・室名の欄で，経済商工観光部については，部名の記載を省略している。
（注２） 「４ 令和２年度の主な取組」の表中，令和２年度事業については，「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生 実施計画」の
取組名を記載している。また，予算額については，本条例各条項に該当する事業費を記載している。
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