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Ⅰ．平成 29 年度事業報告 

（総括） 

当事業団は、地域産業の創出と支援、産業を支える人材の育成を通じて、地域経済の持続的成長を促

進し、地域企業とともに活力ある社会の実現に貢献することを経営方針として掲げ、ニーズに沿った事

業を展開しているところである。 

今年度は、これまで実施してきた中小企業の経営基盤強化や競争力向上、販路の拡大、産学連携によ

る地域企業の育成、雇用情勢の改善等を推進するとともに、「仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”」

の取り組みをさらに加速させるため、現役経営者が実践的なアドバイスを行う先輩起業家メンター事業

を新たに開始する等、地域経済の担い手となる起業家の輩出とその後の事業の成長・発展に向けた支援

に積極的に取り組んだ結果、平成 30 年 3月末時点で把握する開業件数は 111件にのぼった。 

具体的には、1,100 件超の起業相談に応じた他、起業の準備段階等に応じて必要なノウハウを学ぶ起

業家セミナー、成長可能性の高い有望な起業家から事業計画を募集・表彰するビジネスプランコンテス

ト等を開催した。 

加えて、中小企業の活性化に向けたセミナーとイノベーションを推進するための勉強会を開催し、社

会的課題である事業承継に対しても普及啓蒙のセミナー等を実施した。また、地域の新商品開発の促進

と販路開拓を目的に「新東北みやげコンテスト」を開催し、品評会や商談会を通じて販路開拓を行うと

共に、後日、入賞賞品の販売会を実施する等、新たな地域産品の PRと販路開拓に向けた支援を行った。 

また、今年度から仙台・東北の未来を切り拓くことが期待される IT 産業の振興のため、IT 業界団体

と連携して IT技術者の育成を目的とした研修を実施した。 

さらには、仙台地域のものづくり企業への製品開発等支援である御用聞き型企業訪問事業や他都市の

産業支援機関等との連携による域外への販路拡大による取引促進に向けた取り組みを進めるとともに、

仙台地域における産学官等のネットワークを十分に活用し、地域資源等の活用による創業・新事業展開

に向けたビジネスプランや優れたビジネスアイデアを有する意欲的な企業等に対して、イノベーション

の推進に向けた取り組みを重点的に行った。また、中小企業が抱える様々な課題の解決やニーズに則し

た機動的な支援に取り組むため、中小企業の活性化に資する事業について企画を公募し、中小企業の活

性化に向けた効果的な事業を支援する「企画提案型中小企業活性化推進事業（補助金）」を行い、今年

度は 5件の事業を採択し、人材育成・人材確保の支援事業等を行った。 

雇用支援事業においては、前年度に引き続き、若年者の職業意識向上と業種選択の視野拡大を目的と

した就業体験研修等を行った他、地域企業の人材確保・人材獲得力向上を目的とし、無料職業紹介事業

および人材獲得・定着セミナー等を実施した。 

仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクト（以下「FWBCプロジェクト」）においては、Wellbeing

（ウェルビーイング＝「健康福祉」のほか「よく・生きる」）分野における、地元／フィンランド企業

の連携を促進するとともに、公募型委託事業や研究会、健康福祉ニーズ掘起し事業、首都圏展示会等に

より支援環境を提供した。また今年度は、ASEAN向け健康福祉産業における輸出の可能性を調査した。 

さらに、仙台オウル産業振興協定のもとでは、ゲームアプリ開発を中心とした IT・コンテンツ産業の

海外連携を促進した。 
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（理事会の開催） 

（1）第 34回理事会 平成 29年 4月 1日（決議の省略） 

① 重要な職員の選任について 

② 評議員会の目的である事項について 

（2）第 35回理事会 平成 29年 5月 25日 

① 平成 28年度事業報告及び収支決算について 

② 平成 29年度事業計画及び予算の変更について 

③ 評議員会の開催について 

④ 職員給与規程の改正 

⑤ 事業活動報告 

（3）第 36回理事会 平成 29年 11月 7日 

① 事業活動報告 

（4）第 37回理事会 平成 30年 2月 23日 

① 平成 30年度事業計画及び収支予算について 

② 組織変更について 

③ 評議員会の開催について 

（評議員会の開催） 

（1）第 18回評議員会 平成 29年 4月 1日（決議の省略） 

① 理事の選任 

遠藤 和夫 

（2）第 19回評議員会 平成 29年 6月 13日 

  ① 平成 28年度事業報告及び収支決算について 

  ② 平成 29年度事業計画及び収支予算の変更について 

③ 事業活動報告 

（3）第 20回評議員会 平成 30 年 3月 23日 

① 評議員の選定について 

     相澤 博彦 

山田 理恵 

  ② 役員及び評議員の報酬等に関する規程の一部改正について 

    ③ 平成 30年度事業計画及び収支予算について 
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１．公益目的事業 

（１）中小企業支援事業                   (２５７，９５７，８９７円） 

仙台市の経済及び産業の活性化に寄与することを目的として、中小企業者や創業希望者が抱える

経営及び創業に関する課題等の解決を支援するため、下記の事業を行った。 

① 総合相談事業  

ア）窓口相談 

専任の相談員を配置し、経営、資金調達、ビジネスプラン作成の助言等、中小企業者等が抱え

る経営上の諸問題等の相談に応じた。また、「仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”」では、創

業に関する様々な課題解決に係るサポートを行った。 

＜窓口相談実績＞ 

相談企業数 
（実数） 

相談等 
延件数 

内      訳 

経営 資金 法律 
会社 
設立 

ビジネス 
プ ラ ン 

マーケテ 
ィ ン グ 

税務 その他 

1,532 1,926 470 132 28 40 657 252 150 197 

イ）出前経営相談 

中小企業診断士、IT コーディネーター、MBA 等の有資格者や、マーケティングに関して知識、

経験が豊かな者をビジネス開発ディレクターまたはハンズオンコーディネーターとして配置し、

直接現場に出向く相談業務を行った。（37社・延べ 61回） 

ウ）法律相談 

毎月 1回、原則第 3水曜日に法律相談を実施した。事業活動に伴う法律問題に関して、弁護士

が問題解決に向けてのアドバイスを行った。（16件） 

エ）ハンズオン支援事業 

創業や第二創業等で経営革新等を図ろうとする事業者が抱える諸課題に対して、当事業団のス

タッフ等で構成された支援チームが課題解決を総合的にバックアップし、着実な開業、経営の早

期安定化、事業の安定的な継続に繋がる支援を行った。 

＜支援実績＞ 

 企業名 事業内容 支援内容 

1 株式会社食むすび ラーメン店、餃子居酒屋 専門家派遣（接客指導・メニュー改

善指導） 

経営相談（財務状況分析と課題整

理、売上向上のための販促戦略を含

む経営改善指導） 
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 企業名 事業内容 支援内容 

2 エウレカスイーツ 菓子製造販売 経営相談（新規開業にかかる事業計

画策定、資金調達、販促支援） 

専門家派遣（ロゴ・販促ツールデザ

イン設計支援） 

3 ジェイズファクトリー キャップ、Tシャツ等の

オリジナル刺繍・プリン

トの製作、販売 

経営相談（新規開業にかかる事業計

画策定、資金調達、販売戦略、経理

支援） 

② 専門家派遣事業 

中小企業者や創業予定者が抱える個別具体的で専門性の高い経営課題に対して、当事業団が登録

する各分野の専門家を派遣し、課題解決の支援を行った。 

＜支援実績＞ 

支援 
企業数 
（実数） 

派遣 
回数 

（延べ） 

内      訳 

商標登録 接客指導 宣材写真 IT デザイン その他 

21 社 105回 3回 6回 4回 9回 78回 5回 

＜支援企業＞ 

 
企業名 支援内容 

派遣 
回数 

1 島津麹店 デザイン活用の助言 3 

2 株式会社 WATALIS 新店舗の演出・訴求の指導助言 10 

3 有限会社センダイホウセイ HP、SNSを活用した販促について 3 

4 株式会社オールスパイス 広報物作成支援 4 

5 株式会社食むすび 従業員接客指導 6 

6 KEYAKI COFFEE 販促強化に向けた助言指導 10 

7 paddle 土田春美 名刺、リーフレット作成支援 3 

8 Il mio campo 広報物作成支援 6 

9 HEROES’Laboシン 販促ツール作成支援 3 

10 寿観光 ネーミングの知的財産権について 1 

11 餅処エンドー 効果的な写真撮影のアドバイス 2 

12 株式会社ヨーガライフ 

システムコンサルタンツ 

web活用法、ネットでの商品販売方法について 6 

13 マリアット 佐藤智枝子 バイヤー向けリーフレット作成支援 3 

14 有限会社マロン洋菓子店 HP使用写真の撮影支援 2 

15 一般社団法人ママナビ 広報物デザイン支援 10 

16 株式会社ダイコクヤ ロゴマーク刷新、CI 作成、デザイン支援 10 
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企業名 支援内容 

派遣 
回数 

17 有限会社スダックス 商標登録を行うためロゴデザイン助言 2 

18 株式会社 Fabtech 開発商品の特許申請支援 2 

19 エウレカスイーツマーケット ロゴ・販促ツールデザイン設計・助言 6 

20 有限会社ファーム・ソレイユ東北 商品構成やマーケティングの助言 5 

21 Cochon patisserie café ロゴ・販促ツールデザイン設計・助言 8 

③ 中小企業活性化事業  

中小事業者等の活性化を支援するため、商品開発や営業力の強化に取り組めるようなセミナーを開

催した。 

＜開催実績＞ 

 講師 講演テーマ 月日 
参加

者数 

1 Twitter Japan株式会社 

オンラインビジネスチーム 

マーケティングマネージャー 

森田 謙太郎 氏 

Twitter ビジネス活用セミナー 6/16 47名 

2 楽天リサーチ株式会社 

リサーチ統括部 部長 

植村 史明 氏 

インターネットリサーチセミ

ナー 

6/22 24名 

3 株式会社インフォバーン 

代表取締役 CEO 

今田 素子 氏 

株式会社中川政七商店 

執行役員 CDO 

緒方 恵 氏 

サッポロビール株式会社 

マーケティング開発部デジタルコミ

ュニケーショングループ 

森 勇一 氏 

コンテンツマーケティングセ

ミナー 

7/13 56名 

4 けやき国際特許商標事務所 

代表弁理士 

若山 剛 氏 

知的財産権セミナー 10/31 15名 

④ 事業承継促進事業 

中小企業にとって潜在的かつ重要な経営課題となっている事業承継を促進するため、セミナーの

開催や、通年で啓蒙活動を行う WEBサイト「せんだい事業承継ナビ」を作成した。 
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ア）事業承継セミナー 

＜開催実績＞ 

 講師 講演テーマ 月日 
参加

者数 

1 有限会社松華堂菓子店 

代表取締役 千葉 伸一 氏 

（公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

青沼 泰彦 

（公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

椎木 秀行 

次世代経営者のためのオータムス

クール 

～戦略的事業承継のススメ～ 

9/19 

9/20 

9/21 

延べ

18名 

イ）「せんだい事業承継ナビ」 

後継者育成等の早期着手を促すことを目的として WEBサイトを開設し、事業承継の基礎的な知

識とデータを基にした解説を掲載し、通年で普及啓蒙を行える体制を整えた。 

⑤ イノベーション人材育成事業 

地域経済に大きなインパクトを与えるイノベーションを生み出す人材を育成するため、新たな発

想を引き出すワークショップや隠れたニーズを引き出す手法を学ぶセミナー等を開催した。 

＜開催実績＞ 

 講師 講演テーマ 月日 
参加

者数 

1 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

大志田 典明 

 

実践！リアルマーケット・ 

リサーチ 2017金沢 

5/22 

6/12 

7/3 

7/4 

7/10 

7/24 

延べ

54名 

2 HEROES’Laboシン 

代表 二階堂 真悟 氏 

フューチャーマッピング 

セミナー 

課題解決型の会議～創造的

問題解決方法フューチャー

マッピングを使って～ 

8/29 7名 

3 （公財）仙台市産業振興事業団 

ハンズオンコーディネーター 

笠間 建 

株式会社ウェルコインターナショナル  

代表取締役 日置 孝子 氏 

FGIセミナー 

「フォーカス・グループ・イ

ンタビュー（FGI）を活用し

たマーケティング・リサーチ

のすすめ」 

 

10/3 4名 
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 講師 講演テーマ 月日 
参加

者数 

4 （公財）仙台市産業振興事業団 

理事長 山本 和茂 

株式会社丸八製茶場 

代表取締役 丸谷 誠慶 氏 

東北福祉大学 

総合マネジメント学部 

教授 鈴木 康夫 氏 

（公財）仙台市産業振興事業団 

相談員 宮城 仁一 

株式会社フォーサイツコンサルティング 

代表取締役社長 浅野 睦 氏 

経営革新塾 

～5 つの視点から考える経

営革新の本質～ 

1/24 

1/29 

2/7 

2/14 

3/8 

延べ

56名 

⑥ 起業支援事業 

創業予定者が抱える個々の経営課題について、窓口や現場で助言を行った。また、先輩起業家や

他の起業希望者との交流イベントやセミナー、ビジネスプランのコンテスト等を開催し、起業意欲

向上や人的ネットワーク構築、実践的経営ノウハウ習得等を支援した。そのほか、今年度の新規事

業として、現役経営者が実践的なアドバイスを行う先輩起業家メンター事業を新たに開始するなど、

起業環境の更なる整備を図り、111件の開業を支援した。 

＜開業支援件数推移＞ 

 

 

 

 

ア）創業相談 

  創業相談件数 1,175件 

    ※件数は前掲の「窓口相談」、「出前経営相談」の実績に含む  

 

 

 

 

イ）起業家セミナー 

 創業を予定する方・希望する方を広く対象として、創業に必要な知識・ノウハウ等を準備段階

や対象に応じて伝達するセミナーを開催した。（延べ 25回） 

24年度 
25年度 

(1/30アシ☆スタ開設) 
26年度 27年度 28年度 

19件 30件 62件 84件 113件 

24年度 
25年度 

(1/30アシ☆スタ開設) 
26年度 27年度 28年度 

261件 377件 1,036件 1,115件 1,311件 
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＜開催実績＞ 

 講師 開催テーマ 月日 
参加 

者数 

1 株式会社 BAN コンサルティング 

代表取締役 阪東 浩二 氏 

入門編① 

「これだけは知っておきたい！起

業前に準備するべき 10 のこと」 

5/24 104名 

2 グロービス経営大学院 仙台校 

仙台校リーダー 梶屋 拓朗 氏 

小高ワーカーズベース株式会社 

代表取締役 和田 智行 氏 

特定非営利活動法人アスヘノキボウ   

代表理事 小松 洋介 氏 

入門編② 

「起業したビジネスをつづける

ためには？～ビジネススクール

受講生の事例に学ぶ～」 

10/3 52名 

3 （公財）仙台市産業振興事業 

ビジネス開発ディレクター 

渡辺 進也 

事業計画編① 

「ビジネスプラン作成講座～5

日間で起業の基礎が固まる～」 

6/29 

7/6 

7/13 

7/20 

7/27 

21名 

4 （公財）仙台市産業振興事業 

ビジネス開発ディレクター 

波多野 卓司 

事業計画編② 

「ビジネスプラン作成講座～あ

なたの『好き』をビジネスに！ 

努力を成果に結び付ける 15 の

STEP～」 

11/2 

11/7 

11/17 

11/22 

12/2 

20名 

5 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

椎木 秀行 

高橋 克明 

準備・手続き編① 

「起業の不安をこれで解決！～

起業に必要な費用と手続き～」 

8/23 38名 

6 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

高橋 克明 

椎木 秀行 

準備・手続き編② 

「起業の前にしっかりチェッ

ク！起業に必要な費用と手続き」 

2/13 36名 

7 株式会社コロンブスのたまご  

代表取締役 請川 崇之 氏 

飲食店編① 

「2 日間でわかる飲食店のはじ

め方～飲食店開業講座」 

10/17 

10/24 

26名 

8 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

大志田 典明 

ハンズオンコーディネーター 

笠間 建 

株式会社食むすび 

代表取締役 杉山 健一 氏 

CAFÉ MARU 

代表 井形 憲太郎 氏 

飲食店開業シミュレーション講

座「リアルな店舗で出店プラン！

飲食店開業シミュレーション講

座」 

1/29 

1/31 

2/5 

7名 
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 講師 開催テーマ 月日 
参加 

者数 

9 株式会社チャレンジ＆グロー 

代表取締役 小紫 恵美子 氏 

女性起業講座① 

「知って・学んで・つながる！女

性のための起業講座」 

9/12 

9/21 

9/29 

21名 

10 株式会社キャラウィット 

代表取締役 上岡 実弥子 氏 

女性起業講座② 

「想いをカタチに！女性のため

の起業講座」 

3/7 

3/14 

3/20 

31名 

ウ）起業家交流イベント 

 先輩起業家と起業を目指す方等が情報交換・人的ネットワーク形成を行う交流イベントや、グ

ループディスカッション形式等で起業の実践ノウハウを学び合うミニ講座等を開催した。 

（延べ 14回） 

＜開催実績＞ 

 パネリスト・講師 開催テーマ 月日 
参加

者数 

1 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

柳沼 芳裕 

起業家交流会 

「ワールドカフェでつながる！ふ

くらむ！開業後の悩みや課題、解

決のヒントを共有しよう！」 

4/25 19名 

2 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

門馬 祥子 

起業家交流会 

「新しい出会いはビジネスチャン

ス！～ワークショップ 次につな

がる自己 PR～」 

12/8 23名 

3 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

渡辺 進也 

起業家交流会 

「知って得する！起業家のための

社長の心構え～セミナーや本では

教えてくれない 3つのルール～」 

3/13 28名 

4 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

門馬 祥子 

株式会社 HAKKA 

代表取締役 小松 勇斗 氏 

アミークス株式会社 

代表取締役 髙橋 真一 氏 

カフェトーク 若手起業家編 

「若くても大丈夫！？若者起業の

成功ポイント」 

6/27 27名 

5 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

門馬 祥子 

株式会社セッショナブル 

代表取締役 梶屋 陽介 氏 

株式会社 DJSound 

代表取締役 宮崎 晃一郎 氏 

カフェトーク BG受賞者編 

エレキギター×ポータブルDJシス

テム 唯一無二の商品で世界に挑

戦 

9/28 14名 
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 パネリスト・講師 開催テーマ 月日 
参加

者数 

6 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

門馬 祥子 

株式会社インタサポート 

代表取締役 浦沢 みよ子 氏 

NPO法人ひよこ会 

理事長 青野 里美 氏 

カフェトーク 女性起業家編 

「女性経営者に聞く！長く続ける

ために必要なこととは」 

11/14 22名 

7 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

椎木 秀行 

株式会社アップルファーム 

代表取締役 渡部 哲也 氏 

株式会社セレクティー 

代表取締役 畠山 明 氏 

カフェトーク 社会起業家編 

「想いを実現するバランス経営～

2つの『アップル』の成功ポイント」 

2/26 39名 

8 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

椎木 秀行 

ミニ講座 

「起業家のための必須スキル!!決

算書の読み方・活かし方｜個人事

業主向け」」 

7/11 6名 

9 ミニ講座 

「起業家のための必須スキル!!決

算書の読み方・活かし方｜法人向

け」」 

7/18 4名 

10 （公財）仙台市産業振興事業団  

ビジネス開発ディレクター 

高橋 克明  

ミニ講座 

「法人設立手続きワークショップ

｜株式会社向け」 

9/6 6名 

11 ミニ講座 

「法人設立手続きワークショップ

｜合同会社・一般社団法人向け」 

9/13 7名 

12 （公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

門馬 祥子 

ミニ講座 

「開業前の集客準備！伝えるため

のキホンを学ぼう」 

2/8 31名 

13 （公財）仙台市産業振興事業団  

ビジネス開発ディレクター 

高橋 克明  

ミニ講座 

「法人設立手続きワークショップ

｜株式会社向け」 

ミニ講座 

「法人設立手続きワークショップ

｜合同会社・一般社団法人向け」 

2/27 2名 

14 3/6 3名 

エ）SENDAI for Startups！ビジネスグランプリ 2018 

仙台・宮城での事業化を目指す起業家の優れたビジネスプランを募集・表彰するビジネスプ

ランコンテストを開催した。（1回／応募総数 33件） 
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    ＜受賞者一覧＞ 

 応募者氏名 応募事業のタイトル 

大賞 株式会社未来企画 

代表取締役 福井 大輔 氏 

医・食・住の複合施設による地域共生型まち

づくり ～Project アンダンチ～ 

優秀賞 株式会社 Piezo Studio 

代表取締役 井上 憲司 氏 

圧電材料のイノベーションで「日本のものづ

くり力」を世界へ発信！ 

優秀賞 株式会社ゆらリズム 

代表取締役 野崎 健介 氏 

共生社会の実現を目指して～地域をつなぐ

「音楽」×「食」×「ロボット」の活用 

女性起業家

特別賞 

株式会社 GRACIEUX 

代表取締 あべ 慧告子 氏 

「女性がワクワク楽しくなる♪」Made in 仙

台「Secrecy」を世界に！ 

社会起業家

特別賞 

株式会社 Co-LABO MAKER 

代表取締役 古谷 優貴 氏 

実験機器・技術のシェアリングプラットフォ

ーム『Co-LABO MAKER』 

プレアント

レプレナー

特別賞 

かるぺでぃえむフォト 

代表 藤原 英理花 氏 

“今を生きる”新しい自分に出逢えるフォト

グラフィ 

奨励賞 株式会社テセラクト 

代表取締役 小泉 勝志郎 氏 

高齢者向けプログラミング教育キット 

奨励賞 株式会社ニケ・ウィング 

代表取締役 小栁 百合子 氏 

倒壊による道路交通への被害を防ぐ！安全

な低位置道路照明の製品化 

奨励賞 Nozomi プログラミング&Web株式

会社 

代表取締役  仲沢 浩則 氏 

仙台を日本のシリコンバレーに！子供向け

プログラミングスクール 

奨励賞 合同会社 fluir 

代表社員   久保田 靖朗 氏 

新たなビーチタウンへの狼煙～七ヶ浜カフ

ェレストラン SEASAW 

オーディ 

エンス賞 

株式会社未来企画 

代表取締役  福井 大輔 氏 

医・食・住の複合施設による地域共生型まち

づくり ～Project アンダンチ～ 

オ）起業・創業なんでも相談 DAY（起業ワンストップ相談事業） 

起業の迅速化・円滑化を図るため、士業関係者をはじめとした開業手続きの専門家等を一堂

に集めた合同相談会を開催した。（10回 延べ相談件数 237名） 

⑦ 御用聞き型企業訪問事業 

多様化する地域企業のニーズに柔軟に対応するため、大学の教員等が、仙台地域のものづくり中

小企業を訪問し、課題設定、目標設定、アドバイス等により技術課題の解決、新商品の開発等を目

的とする「御用聞き型企業訪問」や産学官連携に関するセミナー等を行った。 

ア）御用聞き型企業訪問 

 ビジネス開発ディレクター等職員がよりこまめに地域企業を訪問することにより、地域企業の

ニーズを確認するとともに、企業が抱える課題解決に向け、地域連携フェローによる助言を促し

た。 
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○堀切川 一男 地域連携フェロー 

東北大学大学院工学研究科 ファインメカニクス専攻 教授（工学博士） 

専門分野：トライボロジー（摩擦、摩耗、潤滑などに関する総合科学技術分野） 

○鈴木 利夫 地域連携フェロー 

     東北学院大学工学部 機械知能工学科 教授（工学博士） 

     専門分野：内燃機関（熱工学の領域から自動車工学等の分野を浅く広く） 

○熊谷 正朗 地域連携フェロー 

東北学院大学工学部 機械知能工学科 教授（工学博士） 

専門分野：メカトロニクス、ロボット工学 

    〇坂手 勇次 地域連携フェロー 

東北工業大学 ライフデザイン学部 クリエイティブデザイン学科 教授 

専門分野：デザインマーケティング 

〇毛利 哲 地域連携フェロー 

     宮城大学食産業学群フードビジネス学類 准教授（農学博士） 

     専門分野：食品科学、食品分析学、食品加工・保蔵学 

〇鈴木 康夫 地域連携アドバイザー 

     東北福祉大学総合マネジメント学部 産業福祉マネジメント学科 教授（工学博士） 

     専門分野：食品化学工学、知的財産権（知財経営） 

○齋藤 文良 地域連携アドバイザー 

     東北大学名誉教授 

     専門分野：粉砕とメカノケミカル効果利用技術、紛体工学 

○大久 長範 地域連携アドバイザー 

宮城大学食産業学部 特任教授 

専門分野：食品物性、穀類、伝統食品 

○青木 秀之 地域連携アドバイザー 

     東北大学工学研究科 化学工学専攻 教授（工学博士） 

     専門分野：化学工学（流動・伝熱・空調・乾燥等プロセスに関する省エネルギーや問題解決） 

＜実施状況＞ 

○支援企業数等 

支援企業数 支援件数 
内訳 

フェロー対応件数 職員等対応件数 

109社 167件 72件 95件 
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イ）産学官連携に関するセミナー 
地域企業の関心が高いテーマや分野について「寺子屋せんだい」を定期的に開催することで、

各企業の新たな事業の創出や既存技術の改良を目指すとともに、大学と企業技術者の仙台圏域

におけるネットワークづくりを構築した。また、今日の産業を支える重要な技術分野であるメ

カトロニクスに関する知見を提供することを目的として｢メカトロニクスセミナー｣を開催した。 

○｢寺子屋せんだい｣の開催 9回 

○｢メカトロニクスセミナー｣の開催 2回 

＜寺子屋せんだい開催実績＞ 

回 講師 講演テーマ 月日 
参加 

者数 

第 112回 公立大学法人宮城大学 

食産業学群 フードビジネス学類 

准教授 毛利 哲 氏 

「おいしさ」とは何か？

～食品評価の数値化と加

工方法について～ 

5/15 38名 

第 113回 東北大学未来科学共同センター 

准教授 大野 和則 氏 

いよいよロボットが身近

になる社会～ロボットの

知識はセンサデータから

生まれる～ 

6/8 36名 

第 114回 東京大学 

フューチャーセンター推進機構 

主宰（特任研究員）河野 重行 氏 

世界の藻類バイオと七色

クロレラ～微細藻類の機

能と魅力を探る～ 

7/3 33名 

第 115回 国立研究開発法人産業技術総合研究

センター情報・人間工学領域 

山本 吉伸 氏 

サービス工学のすすめ～

サービスの現場や観光地

活性化にデータはどう活

用できるのか～ 

9/5 37名 

第 116回 宮城学院女子大学 

生活科学部活文化デザイン学科 

教授 厳 爽 氏 

少子高齢社会における暮

らしとデザイン～新たな

時代へ、マンパワーと

ICTの活用～ 

10/19 37名 

第 117 回 東北大学大学院 

工学研究科化学工学専攻  

教授 青木 秀之 氏 

工業プロセスの現象理解

と改善のためのシミュレ

ーション～急がば回れ 

従来技術の革新にも適用

可能な化学工学～ 

11/22 24名 

第 118 回 東北工業大学 

ライフデザイン学部安全安心生活

デザイン学科 

教授 中島 敏 氏 

今までのデザインとこれ

からのデザイン～これか

らの社会で求められるも

のとは～ 

12/5 21名 
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回 講師 講演テーマ 月日 
参加 

者数 

第 119 回 東北大学大学院 

文学研究科心理学研究室 

教授 坂井 信之 氏 

消費者がおいしいと感じ

る食べもの～品質を超え

る価値想像～ 

1/23 43名 

第 120 回 東北大学 

マイクロシステム融合研究開発セ

ンター 

准教授 戸津 健太郎 氏 

AI・IOT 革命を支える

MEMSのはなし～試作コイ

ンランドリと産学連携～ 

3/13 41名 

＜メカトロニクスセミナー開催実績＞ 

回 講師 講演テーマ 月日 
参加 

者数 

第 26回 東北学院大学 

工学部機械知能工学科 

教授 熊谷 正朗 氏 

実践「玉乗りロボットを

つくる」前編：全体の構

想とメカ設計 

7/25 24名 

第 27回 東北学院大学 

工学部機械知能工学科 

教授  熊谷 正朗 氏 

実践「玉乗りロボットを

つくる」後編：制御回路

とソフトウェア 

11/28 17名 

ウ）産学連携専門家派遣 

地域企業の個別の技術的課題解決に向け、大学の教員等を派遣して、共同研究の促進や技術指

導を行った。（4社 4回） 

＜派遣実績＞ 

専門家 支援内容 派遣回数 

東北大学大学院工学研究科 

教授 青木 秀之 氏 

温水・冷水貯湯タンクの蓄熱効率向上に関する

アドバイス 

1回 

宮城学院女子大学生活科学部 

教授 厳 爽 氏 

今後の事業展開および福祉デザインに関する

アドバイス 

1回 

東北大学 

名誉教授 齋藤 文良 氏 

独自の混合・粉砕装置の開発に関する実験方法

等のアドバイス 

1回 

東北大学 

名誉教授 齋藤 文良 氏 

生コンミキサー車の洗浄方法に関するアドバ

イス 

1回 
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エ）産学官交流大会等（共催事業等） 

他の産業支援機関との共催事業等を通して、地域企業や大学等との交流を深め、産学連携のネ

ットワークの構築を図った。 

＜開催実績＞ 

名称 月日 主催 参加者数 

仙台市産学官連携フォーラム 11/8 仙台市、（公財）仙台市産業振興事業団 61名 

第 56回産学官交流大会 1/18 （一社）みやぎ工業会 242名 

産学官金連携フェア 2018みやぎ 1/18 （公財）みやぎ産業振興機構 765名 

⑧ 販路拡大支援事業 

ア）新 東北みやげコンテスト事業 

新商品の開発促進と販路開拓を目的に、東北の事業者が産み出した新しい地域産品を「コンテ

スト」を通じてバイヤーや流通関係者に PR・周知を行い、結びつけ、知名度向上や取引の機会を

提供した。 

   ＜第 4回 新 東北みやげコンテスト＞ 

日時：平成 29年 11月 22日（水） 

会場：仙台市中小企業活性化センター 多目的ホール 

品評会出展商品数：52件（応募商品数 172件） 

＜第 4回 新 東北みやげコンテスト受賞企業＞ 

受賞 企業名 県名 商品名 

最優秀賞 株式会社長門屋本店 福島 Fly Me to The Moon 

優秀賞 

（3社） 

株式会社エイ・ワンド 青森 りんご de食卓ミニミニセット 

株式会社鮮冷 宮城 女川アヒージョぷりぷりほたて 

株式会社つたや物産 山形 飾りコマ 

特別賞 

（7社） 

企業組合 JT&Associates 青森 青い森の天然青色りんごジャム 

佐々長醸造株式会社 岩手 Miso cooking 

株式会社六歌仙 山形 スイカのお酒 小丸 

一般社団法人カイタク/ 

石越醸造株式会社 

宮城 澤乃泉サイダー 

株式会社 TOKIO&SALLY’S 宮城 仙台牛生ハム 

有限会社大永商店 宮城 伊達藩 永太郎納豆 大粒 蔵政 

(KURAMASA) 

エントワデザイン株式会社 宮城 仙台弁こけし手ぬぐい 

（いぐすぺ３色） 
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受賞 企業名 県名 商品名 

入賞 

（41社） 

株式会社ヤイチ 青森 バジル香るいわしのアヒージョ 

株式会社 PEBORA 青森 PeboRa（ペボラ）/お米めぐり 

TOHOKU＜７本セット＞ 

有限会社下北半島ネットワーク

機構 

青森 彩塩 10色セット 

株式会社あきた食彩プロデュー

ス 

秋田 青豆のドラジェ 

株式会社ゆう幸 秋田 善兵衛栗（西明寺栗） 

マロン・ウィッチ 

有限会社三浦商店 秋田 横手やきそばせんべい 

麺スナック入り 

伊藤製麺所 秋田 タラーメン 

キートスファーム株式会社 岩手 melvege+ミニトマトジュース  

岩手県産株式会社 岩手 サヴァ缶アソートセット 

マルヤマ山根商店 岩手 さけ紅葉づけ 

株式会社茶碗とお椀 岩手 わかめソルト 

株式会社デカルト 岩手 黄金 山葡萄の極「ジュピター」 

株式会社 WAKAZE 山形 ORBIA LUNA（オルビア ルナ） 

株式会社マウントスマイル 山形 つや姫醤油煎餅 

酒田米菓株式会社 山形 田園ショコラ#6 15個入り 

任意団体ロッケンフルーツプロ

ジェクト（にじいろ果樹園内） 

山形 フルーツカレンダーのフルーツ 

ソース「ラ・フランス」 

やまうち農園 宮城 完熟いちじくのグラッセ 

はたけなか製麺株式会社 宮城 おやっ彩温麺（うーめん） 

株式会社きちみ製麺 宮城 仙台弁こけし白石温麺 

Café nijineco 宮城 杜の手づくり工房 ドーナツラス

ク 

五光食品株式会社 宮城 UV-A ウマァミーノかき 

株式会社ヤマトミ 宮城 金華さばのハンバーグ 

末永海産株式会社 宮城 牡蠣の潮煮 

株式会社カネマ 宮城 海の生ハム ハモンマリノ 

株式会社高浜 宮城 笹ひらり 

テイルサイド社 宮城 亜麻仁油 

有限会社ファーム・ソレイユ 

東北 

（お茶のあさひ園） 

宮城 kitaha 
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受賞 企業名 県名 商品名 

入賞 

（41社） 

株式会社ティー＆ティーフーズ 宮城 チキンの逆襲 

株式会社及善商店 宮城 炙り笹 詰合せ 6枚入り 

OCHACCO 宮城 MONO BLEU 

株式会社フカコラ美人 宮城 伊達だっ茶 

株式会社フーズネット福島 福島 天然だし醤油の素  

詰め合わせセット 

有限会社ケーフーズ生田目 福島 こんきゃくスイーツ ARARE 

NPO 法人ゆうきの里東和ふるさ

とづくり協議会 

福島 東和の手摘み桑茶 

（フレーバー桑茶 12種） 

株式会社ワタスイ 福島 飲むドライフルーツ「フリュ」 

アトリエアンダンテ 秋田 秋田杉エッセンシャルオイル 

株式会社バンザイ・ファクトリ

ー 

岩手 福おちょこ 山桜 

株式会社不忘印刷所 宮城 白石紙子缶バッチ 

合同会社よあけのてがみ 宮城 東北のおさかなマグネット 

塩釜商工会議所 宮城 御座船チョロ Q龍鳳丸 

おぜしかプロジェクト 福島 AIZU バブーシュ 

  ＜第 4回新東北みやげコンテスト受賞商品販売会＞ 

開催日：平成 30 年 3月 1日（木）～4日（日） 

会場：S-PAL 仙台店（青葉区中央 1-1-1 S-PAL仙台地下 1F） 

参加：28社、58 商品 

販売金額：約 120 万円（4日間） 

継続テナント出展：1社 

イ）都市間連携販路開拓支援事業 

東日本大震災の影響で売上が減少した中小企業等を対象に、首都圏等で開催される展示・商談

会への出展支援を通じ、仙台地域及び全国での販路拡大を支援した。 

＜商談件数＞ 57件 

＜成約件数＞ 12件 

＜出展実績＞ 2展示会 出展企業数 延べ 8社 

 展示会名称 開催時期 場所 出展企業数 

1 第 20回関西機械要素技術展 平成 29年 10月 大阪府 3社 

2 第 3回 IoT/M2M展（秋） 平成 29年 11月 東京都 5社 
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   ＜出展企業・支援企業＞ 
 企業名 所在地 事業概要 

1 東北電子産業株式会社 仙台市太白区 レーザー機器関連、計測モジュール、

カメラ・モニタリング等の開発 

2 株式会社リアルデザイン 仙台市宮城野区 医療用 1chテレメトリー心電計と医

療用ホルター心電図解析ソフト開発 

3 ライフラボラトリ株式会社 仙台市青葉区 加速度・ジャイロ・気圧センサー搭

載ウェアラブルセンサー開発 

4 株式会社サイバー・ソリューシ

ョンズ 

仙台市青葉区 NetSkateKoban Nanoネットワークに

接続端末の管理等 

5 株式会社 Fabtech 仙台市若林区 新素材の面状発熱体の開発 

6 アンデックス株式会社 仙台市青葉区 オープンキャンパスアプリ開発 

7 ヤグチ電子工業株式会社 宮城県石巻市 小型軽量、pm2.5 簡易測定器販売等 

8 株式会社ティ・ディ・シー 宮城県利府町 ナノオーダーの超精密加工 

9 株式会社錦 宮城県角田市 工業用ブラシの製造販売 

ウ）首都圏等への地域産品等販路開拓支援事業 

仙台地域企業がもつ地域産品（仙台地域企業が地域の素材等を使って自社商品として生産・販売

する食料品・工芸品）の首都圏等での販路開拓を支援することを目的に、首都圏バイヤーへのマッ

チング情報の提供や首都圏の展示会への共同出展等を実施した。 

＜支援企業数＞ 36 社 

＜商談成約件数＞ 45件 

＜出展実績＞2展示会  出展企業数 11社 

 展示会名称 開催時期 場所 出展企業数 

1 第 84 回東京インターナショナ

ル・ギフトショー秋 2017 

平成 29年 9月 東京都 5社 

2 第 52回スーパーマーケット・トレ

ードショー2018 

平成 30年 2月 千葉県 6社 

＜出展企業＞ 

○第 84回東京インターナショナル・ギフトショー秋 2017 

 企業名 所在地 製品名等 

1 有限会社川商 仙台市青葉区 JEWEL KIRIKO（ジュエル切

子） 

2 株式会社地球の恵 仙台市太白区 樹クリーム 

3 株式会社永勘染工場 仙台市若林区 オーダー布製品 

4 マリアット 仙台市青葉区 欧州古典柄リネンバッグ 

5 株式会社 WATALIS 亘理郡亘理町 FUGURO（フグロ） 
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○第 52回スーパーマーケット・トレードショー2018 

 企業名 所在地 製品名等 

1 株式会社かね久 多賀城市 古代米糀甘酒濃縮タイプ 

2 株式会社三陸オーシャン 仙台市青葉区 三陸殻つきボイルほや 

3 合同会社ハッピーオーシャン 仙台市宮城野区 さめ唐揚げ 

4 有限会社日立家 仙台市宮城野区 ちゃっこ ふくろ 

5 みやぎのあられ株式会社 亘理郡亘理町 みやぎのあられ 詰め合わ

せ 匠 

6 WIDEFOOD株式会社 仙台市青葉区 最高級 A5 ランク仙台牛豪華

ステーキ食べ比べセット 

⑨ クリエイティブ産業都市ブランディング事業                 

ア）クリエイティブ活用支援 

クリエイティブ産業の専門的な知識、経験を有するプロデューサーを配置し、地域企業のデザイン

活用支援、ビジネスマッチングの支援等を行った。 

⑩ フードビジネス開発支援事業                    

付加価値の高い地場産加工食品やサービスを開発し仙台圏のフードビジネスを底上げするため、課

題解決のための支援を行った。 

ア）フードビジネス開発企業訪問 

前年度までに開発した加工食品のブラッシュアップと同時進行で販路拡大に特化した。また、震災

後 7年が経過し農業者の生産体制が整う中、仙台農業協同組合の支援要望を受け、農産物のマッチン

グを大手事業者へ向けて積極的に行った。 

＜実施状況＞ 

○支援企業数等 

支援企業等数 支援回数 
内訳（64件） 

商品開発 販路拡大 その他 

43団体 98回 28件 23件 13件 

イ）農商工連携マッチング交流会 

農業者と商工業者等との連携による付加価値の高い新たな商品やサービスの開発を促し、農業をは

じめとする地域産業の復興を図ることを目的に、農業者と商工業者とのマッチングイベント等を実施

し、それに併設する講演会を開催した。 

 また、初の試みとして別日を設け、昨今問題視されている食品業界が安心、安全に取り組むための

基礎知識を提供する「知って得する食品加工セミナー」を 2回開催した。 
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№ 講師 講演テーマ 月日 参加者数 

1 アル・ケッチアーノ 

オーナーシェフ 奥田 政行 氏 

売れる商品を開発する

為のレシピ 

7/24 

  

商工業者 35名 

農業者  24名 

2 有限会社コスモファーム 

代表取締役 中村 敏樹 氏 

農産物の魅力を活用し

た売れる加工品作り 

11/17  商工業者 16名 

農業者  12名 

「知って得する食品加工セミナー」 

3 青葉化成株式会社 泉開発研究所 

開発研究部 所長 千葉 克則 氏 

食品製造における食品

添加物の役割 

6/21 商工業者 25名 

農業者  10名 

4 株式会社湯浅商店 

代表取締役 松永 政治 氏 

魅力と価値が伝わるパ

ッケージとは 

9/13 商工業者 21名 

農業者   9名 

ウ）販路拡大支援事業 地場産品商品力向上検討会 

地場産の農林水産物や、それを使用する優れた加工商品の開発を促進するため、食品バイヤーやホ

テル事業者等から成る審査員 8名よりアドバイスを受ける試食形式の検討会を実施し、商品の改良・

改善や、商品の販路構築・販売促進に繋げた。 

〇開催日時：平成 30 年 2月 22日（木）13:30～16:00 

№ 事業者名 住所 商品名 審査員評価 

1 広瀬ファーム株式会社 青葉区 黒ジャンボにんに

く「甘大蒜」 

取引希望 2件 

取引検討 3件 

2 株式会社東北軽金属 白石市 えごま油 取引検討 2件 

3 関場つけ物 宮城野区 梅肉のペースト 取引希望 1件 

取引検討 2件 

4 農事組合法人あきう生産組合 太白区 あきう野尻長寿そ

ば 

取引希望 1件 

取引検討 5件 

5 仙台農業協同組合 宮城野 冷凍剥き枝豆・ 

ソイヨーグルト 

取引希望 1件 

取引検討 2件 

6 森のはちみつ 太白区 森のはちみつ 取引希望 2件 

取引検討 4件 

   ※取引希望案件は平成 30 年度より試食販売等の支援を行う。 

    取引検討案件は再度商品をブラッシュアップし、審査員に個別マッチングを行う。 

エ）あおばブランド育成事業 

「仙台あおば餃子」 特集記事を雑誌「S-style 4月号」へ掲載した。 

          リーフレット、ポスターを作成した。 

⑪ 宮城・仙台富県チャレンジ応援基金助成金事業（（公財）みやぎ産業振興機構協力事業） 

東日本大震災からの復旧・復興に向けた取り組みを加速するため、地域資源等の活用による創業・

新事業展開や東日本大震災からの事業再構築等、復興に係る事業計画を広く募集し、優れた案件と認

められるものに対して、事業経費の助成に係る支援を宮城県と共同で行った。 
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＜助成対象経費＞ 

   ○謝金、旅費、研究材料費、展示会等出展費、委託費等 

＜助成限度額＞ 

   ○1件につき 500万円以内 

＜交付実績＞ 

  ○8社 8件 

＜交付先＞ 

 企業名 所在地 申請内容 

1 株式会社加工連 宮城県角田市 宮城県産原材料（麦芽、ホップ）を使用した

クラフトビールの開発と、販路の拡大及び地

域にぎわい事業への活用 

2 株式会社東栄科学産業 仙台市太白区 大口径ウエハを測定可能な高周波磁性薄膜

評価装置（磁歪測定）の開発 

3 特定非営利活動法人                        

煌の会 

仙台市宮城野区 障害者による手織り布を活かした若者向け

商品の開発 

4 有限会社ハーデイズ 仙台市青葉区 「高齢者」「障がい者」等優先温泉旅館（デ

イサービス併設） 

5 株式会社オリザ 仙台市泉区 デザイン畳「おり座」首都圏拡販を目指す原

材料製造の新事業調査研究 

6 みやぎのお酒と旨いもの

ショップ 

仙台市青葉区 地雷也オリジナルの日本酒と宮城の特産品

のおいしさを広めるためのインターネット

販売および店頭販売オリジナル商品開発 

7 株式会社グッドツリー 仙台市泉区 ユーザ視点の介護サービス検索サイト（仮

称）ケア樹 Searchの開発 

8 特定非営利活動法人仙台

バリアフリーツアーセン

ター 

仙台市青葉区 バリアフリー宿泊施設ガイドブック（宮城

版） 

⑫ 企画提案型等中小企業活性化推進事業 

中小企業振興団体や民間事業者の力を活かしながら、中小企業が抱える様々な課題の解決やニーズ

に則した機動的な支援に取り組むため、中小企業の活性化に向けた効果的な事業を支援する「企画提

案型中小企業活性化推進事業（補助金）」を行った。 

 ア）企画提案型中小企業活性化推進事業（補助金） 

＜補助対象経費＞ 

   ○旅費、謝金、会場費、広報費、販路開拓費、賃借料、委託費 

＜補助限度額＞ 

   ○1件につき 1000万円以内 
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＜交付実績＞ 

  ○5件 （審査件数 9件、採択 5件、不採択 4件） 

＜交付先＞ 

 企業名 所在地 事業区分 申請内容 

1 仙台商工会議所 仙台市 

青葉区 

人材育成・人材

確保の支援 

市内事業者の商品開発力向上に寄与

し、仙台から全国・世界へと羽ばた

く新たな商品を創る。 

2 株式会社パルサー 仙台市 

泉区 

人材育成・人材

確保の支援 

地元中小企業向け採用戦略セミナー

並びに企業交流会実施事業と求職者

向けホームページ CMS サイト登録推

進事業 

3 エイチタス 

株式会社 

仙台市 

泉区 

人材育成・人材

確保の支援 

IT 活用のための地域産業向け課題・

欲求探索メソッド開発およびハンズ

オンプログラム 

4 一般社団法人 

IMPACT Foundation 

Japan 

仙台市 

青葉区 

人材育成・人材

確保の支援 

INTILAQ 高度 IT 人材育成シリーズ実

践編 

5 一般社団法人 

宮城県情報サービ

ス産業協会 

仙台市 

青葉区 

人材育成・人材

確保の支援 

地域 IT人材確保・育成支援事業 

⑬ IT人材育成事業 

地域 IT中小企業が抱える人材育成と技術者不足の課題に対応するため、地域 IT業界団体との連携

により新入社員研修および中堅社員向けの研修を行い、IT技術者の育成を行った。 

○新入社員研修 

 講師 研修コース名 月日 参加者数 

1 キャリアトーク 

代表 志伯 暁子 氏 
ビジネス基盤養成コース 

（ビジネスマナー＆コミュニ

ケーション） 

4/4～ 

4/6 

13社 41名 

2 マネジメントテクノロジーズ,LLC 

代表 尾田 友志 氏 
ビジネス基盤養成コース 

（ビジネスコミュニケーショ

ン＆プレゼンテーション） 

4/7～ 

4/13 

12社 40名 

3 ホライズンコンサルティンググル

ープ株式会社 

代表取締役 庄司 和弘 氏 

ビジネス基盤養成コース 

（ヒューマンスキル＆ビジネ

ス文書作成） 

4/7～ 

4/13 
11社 48名 
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 講師 研修コース名 月日 参加者数 

4 株式会社ダベンポート 

取締役 乳井 孝浩氏 

株式会社デジタルイノベーション

代表取締役 井本 貴志 氏 

システム開発技術コース 4/14～ 

5/12 

11社 46名 

5 株式会社ダベンポート 

 取締役 乳井 孝浩氏 

株式会社デジタルイノベーション

代表取締役 井本 貴志 氏 

オブジェクト指向開発コース 5/15～ 

6/7 

10社 42名 

6 キャリアトーク 

 代表 志伯 暁子氏 

ホライズンコンサルティンググル

ープ株式会社 

代表取締役 庄司 和弘 氏 

新入社員フォローアップ研修 8/21～ 

8/22 

8社 49名 

○中堅社員向け研修 

 講師 研修コース名 月日 参加者数 

1 株式会社アイテック 

 加藤 大介 氏 
SE のためのチームマネジメント

研修 

9/5～9/6 13社 20名 

2 セイ･コンサルティング･グ

ループ株式会社 

 宿澤 直正 氏 

人に教える技術研修 10/20 11社 25名 

3 TMI 

主宰 髙島 利尚 氏  
管理者･リーダー養成研修（課題

解決思考編） 

12/5 13社 24名 

4 株式会社アイテック 

 加藤 大介 氏 

管理者･リーダー養成研修（組織

マネジメント編） 

1/18 17社 30名 

（２）雇用支援事業                    （３１，０４３，７８９円） 

学生・求職者・在職者の包括的なキャリア開発を目的として、個別相談や教育機関等での出前

セミナー等を実施した。また、県内事業所の人材確保・人材獲得力向上を目的として、無料職業

紹介、採用力向上セミナー等を実施した。 

① キャリア・コンサルティング 

学生・求職者・在職者を対象に、就職や転職、将来のキャリア等について、個々に応じた助言

によるサポートを行うため、個別相談を開催した。 

＜開催実績＞ 

開催回数 参加者数 

64回 304名（384名） 

※（ ）は応募数 
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② ジョブ・トライアル（若年求職者就業体験研修事業） 

若年層の雇用対策の一環として、18歳～29歳の学生・求職者（宮城県内に在住または就職希望）

を対象とし、県内の事業所で就業体験研修を実施した。なお、今年度は夏期・冬期の年 2 回開催

した。 

＜開催実績＞ 

項目 研修生 事業所 

申込数 57名 45社 

うち研修実施数 31名 23社 

うち内定数 3名 2社 

③ 出前セミナー・キャリア相談 

大学、短期大学、専門学校等の教育機関等に訪問し、キャリア開発等をテーマにしたセミナー

やカウンセリング、中小企業との交流会等を実施した。 

＜開催実績＞ 

項目 実績 

実施施設数 2校 

実施回数 4回 

参加人数 289名 

④ 無料職業紹介 

厚生労働省から許可を受け無料職業紹介事業を実施した。求人・求職を紹介するだけでなく、

学生・求職者を対象に、事業所見学のコーディネートや応募書類の添削、面接対策等を行った。

また、県内事業所を対象に、求人票の添削、就職活動ポータルサイト「ジョブ・スタ せんだい」

による企業情報の発信等を行った。 

 ＜無料職業紹介実績＞ 

項目 実績 

求人登録数 490件（114社）※1 

求職登録数 198名 

紹介件数 23件 

内定件数 9件 

（参考）間接的採用 48件 ※2 

※1 同一事業所でも求人時期や職種、対象年齢等が複数の求人は別件として扱っている。 

※2 事業団の雇用支援サービスを利用した求職者が、事業団の職業紹介以外で就職に至った

件数 
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⑤ 人材獲得・定着セミナー 

県内事業所を対象に、就活生の実態等の事例・データの紹介、自社の魅力発信方法や面接時の

心得等の実践的なノウハウの提供、地元企業による事例紹介を通して、企業の採用力向上に寄与

することを目的としたセミナーを開催した。 

 ＜開催実績＞ 

講演テーマ 講 師 月日 参加者数 

わかる！できる！人材獲得

セミナー（全 5回） 
 (公財)仙台市産業振興事業団 

キャリアコンサルタント 

今野 奈津子 

9/14 

9/27 

10/11 

10/25 

11/11 

49名 

スターバックスで学んだ人

材定着の秘訣 人材定着セ

ミナー 

トリプル・ウィン・パートナーズ 

代表 目黒 勝道氏 

3/7 221名 

（３）仙台フィンランド健康福祉センター事業         （１０２，４７９，５８４円） 

平成 26年 11月にフィンランドおよび国内の関係機関との間でこれまでの成果を確認したうえ

で、今後は、Wellbeing（＝ウェルビーイング「よく生きる」）分野において、事業開発に注力し

た取り組みを 5年間継続していくことで合意した。 

この合意に基づき、引き続き、健康福祉産業クラスターの創出・国際化を推進するため、地元

企業による新製品・サービス開発および販路開拓ならびにフィンランド企業との提携支援を行っ

た。 

   ア）地元企業とフィンランド企業間のコーディネート、健康福祉分野の研究開発支援等 

○地元企業とフィンランド企業との業務提携推進 

・来訪フィンランド企業・団体数 延べ 15団体 

・地元企業とフィンランド企業のビジネスマッチング 

フィンランド製のギフトパッケージ、セラミックタイル、白樺樹皮製品や木工品等に関

する仙台、フィンランド企業の輸出入支援等を行った。 

フィンランド、スウェーデンに商流を持つスウェーデン日本食材輸入商社 Japansk Mat

の来仙に伴い、地元企業 6社との試食会を開催した。 

フィンランドデザインに関連したセミナーを開催（2 回：91 名参加）し、デザインを活

用したブランディングの事例紹介等を行った。 

○公募型委託事業の実施 

企業等が仙台フィンランド健康福祉センターの機能を活用して行う、健康福祉分野での

サービス・機器の開発等の事業を公募し、委託により実施することにより、当該プロジェ

クトの推進を図った。なお、今年度は IT/ICT に関連したテーマを 3 つ設定し、追加募集

を行った（合計：委託 5件／応募総数 12件）。 
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＜委託事業一覧＞ 

団体名 委託内容 委託料 

株式会社インターディ

メンションズ 

外出防止支援ロボット「いまイルモ PaPeRo i」

の開発業務 

2,000,000円 

株式会社グッドツリー ケアデータ可視化分析サービス「ケア樹わか

る」（仮称）の開発業務 

2,000,000円 

株式会社テセラクト 高齢者向けプログラミング教育キットの開

発業務 

1,000,000円 

匠ソリューションズ株

式会社 

非接触型掌紋認証システム HAND PASSPORT（背

景除去対策版）の開発業務 

2,000,000円 

株式会社 TESS 足こぎ車いす VRシステム構築業務 2,000,000円 

○健康福祉ニーズ掘り起し事業 

今年度は、福祉専門職アドバイザーを中心とした介護職員への FWBC プロジェクトにお

いて高齢者施設向けに開発、販売された製品（7 製品）の紹介を行う福祉施設への出張展

示会（2施設）、事業創成国際館での管理者対象説明会（1企業）を開催し、製品に対する

評価を行うと同時に、福祉現場におけるニーズの掘り起しを行った。全ての開催で職員対

象説明会を実施し、各担当者より、展示製品の説明を行い、実際に手に取って頂く機会を

提供した。 

＜出張展示会・管理者対象説明会＞ 

施設名        日程 展示製品 

社会福祉法人東北福祉会 

せんだんの里 

平成 30年 2月 27日 

※出張展示会 

7製品 

社会福祉法人こーぷ福祉会 

こ～ぷなごみの杜桜ヶ丘 

平成 30年 3月 22日 

※出張展示会 

7製品 

株式会社エムズ 平成 30年 3月 28日 

※管理者対象説明会 

7製品 

イ）事業創成国際館運営状況 

○プロジェクトルーム入居企業等 

団体名 入居目的 

NPO日本ノルディックフィットネス協会 

（H.22.4.1～入居中） 

ノルディックウォーキングの有資格者向け 

スキルアッププログラム開発等 

株式会社東北レイス 

（H23.12.1～H29.6.30） 

高齢者向け訪問マッサージ及び 

デイサービスのFCサポート事業 

Vanerikko（ヨウニ・ペソネン） 

（H25.3.1～入居中） 

フィンランド製木製品の展開 

八光建設株式会社 

（H26.9.8～入居中） 

フィンランド製バリアフリーキッチンの 

商品開発と高齢者住宅等への展開 
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団体名 入居目的 

株式会社ダイレオ 

（H27.8.17～入居中） 

水中運動器具「新型アクアジム」の製作販売 

トゥルク応用科学大学 

（H28.5.1～入居中） 

トゥルク応用科学大学の研究、開発及びイノベ

ーション活動 

株式会社エムズ 

（H29.3.10～入居中） 

・施設開所（グループホームの開所） 

・グループホーム×若年性認知症の方による畑

作業（自然栽培）の相乗効果 

Green-Room株式会社 

（H29.7.1～入居中） 

・視覚障害の方のグループホームと就労継続支

援A型施設の開設 

・整骨院の事業展開 

○視察等来館者 402名（うち海外から28名） 

○市場化テスト実施 

製品化を支援した事業に関して認知症対応型共同生活介護（グループホーム）において

市場化テストを実施（2回）し、製品化を目指した案件に関して介護老人保健施設やリハ

ビリを専門とした医療機関等（4事業所）においてヒアリングを実施した。 

ウ）研究会開催、展示会出展 

地元企業や市民に対する当プロジェクトへの理解促進と、国内外への当プロジェクトの周知、

開発製品・サービスの広報・販路開拓を図るため、プロジェクトや施設概要、フィンランド型の

福祉、開発製品・サービスなどに関する講演や展示を行った。 

○Wellbeing研究会・ビジネスセミナー 

福祉分野の新しい技術、製品、サービスや今後の福祉のあり方を学ぶとともに、プロジェ

クト参画企業・団体開拓を目的に開催。 

＜実施状況＞ 

テーマ 講師 月日 
受講 

者数 

介護現場におけるロボット活用の

可能性 

社会福祉法人善光会 

介護ロボット・人工知能研究室 

室長 徳山 創 氏 

4/21 30 

フィンランドデザインの魅力とデ

ザイン活用によるブランディング 

東北工業大学 

クリエイティブデザイン学科 

教授 梅田 弘樹 氏 

株式会社岩鋳 副社長 

岩清水 弥生 氏 

6/22 56 
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テーマ 講師 月日 
受講 

者数 

IT、ICT 活用による介護業務の効率

化 

株式会社やさしい手 

取締役副社長 松野 雄太 氏 

社会福祉法人やすらぎ会 

白山台やすらぎ館 総合施設長 

齋藤 呂文 氏 

8/22 57 

保険外サービス展開のポイント 株式会社日本総合研究所 

リサーチ・コンサルティング部門 

戦略コンサルティンググループ 

マネジャー 紀伊 信之 氏 

株式会社エムダブルエス日高 

代表取締役 北嶋 史誉 氏 

10/24 49 

来年度の介護保険制度改正を見据

えた介護の ICT化 

株式会社ビービリッド 

代表取締役 竹下 康平 氏 

他パネリスト 5名 

12/6 33 

フィンランドデザインの活用例か

らみる「人の心を動かすブランド

の作り方」 

株式会社大直 SIWA事業部 

一瀬 愛 氏 

2/22 35 

○展示会への出展 

販路開拓支援のため、国内最大の福祉機器展である国際福祉機器展 H.C.R.2017 に、在仙

の企業等 9社とともに出展した（ブース来場者数 1,285名）。また、ASEAN 向け健康福祉産業

における輸出の可能性を調査するため Medical Fair Thailand、フィンランドから EU圏への

海外展開支援として Doctor（Lääkäri）2018にそれぞれ出展した。 

＜国際福祉機器展＞ 

期間：平成 29年 9月 27日～29日 

  場所：東京ビッグサイト 

  共同出展企業および製品： 

企業名 製 品 

株式会社グッドツリー ケア樹はかる 

株式会社スペースケア らっぷあっぷプレミアム 

株式会社仙台放送 高齢者施設向け「いきいき脳体操 テレビ＆ゲーム」 

株式会社ダイレオ ウォーキング・ガード・モヴィータ 

株式会社 TESS COGYバーチャルシステム 

株式会社トレック うぇるなび 

八光建設株式会社 アーミ・アクティブチェア 

エムフィット社 EMFIT QS 

トゥルク応用科学大学 デジリハコンソーシアム 
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＜Medical Fair Thailand＞ 

期間：平成 29年 9月 6日～8日 

  共同出展企業および製品： 

企業名 製 品 

空調企業株式会社 空調換気システム「WindWill」 

株式会社グッドツリー 介護記録システム「ケア樹」 

株式会社仙台放送 高齢者施設向け「いきいき脳体操 テレビ＆ゲーム」 

株式会社タカハタ電子 ナース用有機 LEDライト 

株式会社 TESS 足こぎ車いす「COGY」 

ヤグチ電子工業株式会社 弱視検査器・矯正器、PM2.5センサー 

＜Doctor（Lääkäri）2018＞ 

期間：平成 30年 1月 10日～12日 

  共同出展企業および製品： 

企業名 製 品 

株式会社 IFG 磁気刺激装置「Pathleader」 

株式会社タカハタ電子 ナース用有機 LEDライト 

株式会社 TESS 足こぎ車いす「COGY」 

ヤグチ電子工業株式会社 弱視検査器・矯正器、PM2.5センサー 

エ）オウル産業振興協定推進   

「フィンランド オウル市との産業振興に関する協定」に基づき、オウル企業に対して、

企業・大学紹介、マッチング等を実施するとともに、両地域の企業情報交換等を行った。 

○ゲーム産業振興のための事業の共催 

ビジネスオウル、オウル応用科学大学、仙台市および当事業団間で締結したゲーム産業振

興のための協力合意書に基づき、企業間提携支援、セミナー、アプリコンテスト等を実施し

た。 

＜開発者向けセミナー＞ 

ゲームアプリ開発プログラムを使ったアプリ開発や、ゲームコンテンツの考え方に関す

る開発者向けセミナー全 4回を開催した（延べ参加者数 170名）。 

     ＜マッチングイベント＞ 

       仙台・東北の有能な若手 IT人材と地元 IT企業との出会いの場としてマッチングイベン

ト全 4回を開催した（延べ参加者数 190名）。 
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＜第 4回仙台アプリコンテスト DA･TE･APPS! 2018＞ 

仙台・東北の若手 IT 人材育成および仙台での就職や起業を希望する有能な人材を発掘

することを目的に、東北 6県の学生からゲームアプリ、課題に対するアイディアを募集し

優れたアイディアに対し表彰を行った。 

期間：平成 30年 2月 10日 

  場所：せんだいメディアテーク（仙台市青葉区春日町） 

  申込者：IT コンテスト IT部門（計 4チーム） 

      ゲームコンテスト GLS for Education 部門（計 5チーム） 

               ゲーム部門（計 7チーム） 

来場者：193名 

審査結果：ITコンテスト 

IT部門 最優秀賞「PICK」 

ゲームコンテスト 

GLS for Education部門 最優秀賞「きりたんという妹ができました」 

     ゲーム部門 最優秀賞「ぴにょロジ」 

 

（４）施設管理運営事業                  （１７５,５８９,４９６円） 

中小企業や個人事業主に有用な施設として利用していただくことを目的として、仙台市中小

企業活性化センターの適切かつ円滑な管理運営を実施するため、各種設備に関する修繕・保守点

検、定期的な清掃・保安警備、施設貸出に関する管理・報告・届出等を行った。 

今年度においては、安心安全な管理運営に努めるため、計画的な施設の修繕を図るとともに、

利用される中小企業等へのサービス向上のため、接遇にも改善を図りながら運営を行った。ま

た昨年度に引き続き、仙台市の青葉区役所及び教育局と連携した防火・防災体制を構築し、避難

訓練を実施した。 

ア）支出の主な内訳 

内 容 支出金額 

共益費 47,207,769円 

光熱水費 33,375,744円 

多目的ホール設備操作等委託 19,440,000円 

清掃業務委託費 15,198,231円 

警備業務委託費 8,559,648円 

修繕費 4,759,195円 
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イ） 施設の利用状況 

会場名 利用日数 稼働率（％） 

多目的ホール 263 79.0 

楽屋（１） 167 50.2 

楽屋（２） 151 45.3 

厨房 42 12.6 

セミナールーム（１）Ａ 299 89.8 

セミナールーム（１）Ｂ 307 92.2 

セミナールーム（２）Ａ 297 89.2 

セミナールーム（２）Ｂ 296 88.9 

特別会議室 321 96.4 

主催者・来賓控室 319 95.8 

稼働率＝利用日数÷利用可能日数 

利用可能日数：333日 

（５）グローバル人材育成支援事業              （６，７８４，６１０円） 
国際感覚を身に着けたグローバルな人材の輩出・定着により、地場企業の底上げならびに仙台

市の経済の活性化を図るため、海外留学を行う者を対象に海外留学にかかる費用について奨学金

貸与を行った。また、メンターによる個別相談を行うことで、留学生のキャリア形成等のサポー

トを行った。 
 

＜選考実績＞ 
応募者数 貸与決定者数 

9 名 5 名 

 
＜留学先＞ 

留学先国 人数 

ドイツ 2 名 

アメリカ 2 名 

台湾 1 名 

 
※対象学生：県内大学の正規の学部生又は修士課程に在籍する者で、仙台都市圏における創業

又は地場企業等への就職を強く希望する者。なお、仙台都市圏での創業や地場企業等への就

職で通算 36 か月経過後、奨学金全額の返還を免除する。 
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２．その他、この法人の目的を達するために必要な事業 

（１）ベンチャーファンドへの出資事業              （１,６００,３８６円） 

地域における大学発ベンチャー企業の創出及び育成等を図る目的として、ベンチャーファンドへ

の出資を行っている。 

① 東北グロース投資事業有限責任組合出資事業                

大学発ベンチャー企業や第二創業を目指す中小企業等の創出・支援を目的として、平成 18 年 8

月に設立された東北グロース投資事業有限責任組合に対し、出資を行っている。 

（平成 19年度出資金：100,000千円） 

（投資先企業：4社（平成 30年 3月末）） 

② ＴＩＣＣ大学連携投資事業有限責任組合出資事業              

東北大学を中心とする大学・研究機関等の研究成果を活用する企業等の創出・支援を目的として、

平成 19年 6月に設立されたＴＩＣＣ大学連携投資事業有限責任組合に対し、出資を行った。 

（平成 19年度出資金：100,000千円）平成 29年 6月 22日存続期間満了により解散。 
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