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Ⅰ．平成 31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、実施事業の連携強化、効率化を目的に組織変更を行い、中小企業の抱える様々な課題に対

して、シームレスかつ効果的に対応できる体制作りを進めた。また“仙台市経済成長戦略 2023”を推進

する仙台市と連携、協力のもと事業を実施するとともに、“仙台市産業振興事業団中期経営方針”を策定

し、当事業団として特に重点的に推進する事業・プロジェクトを明確化した。 

なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受ける中小企業に対する経営相談に対応するた

め、特別相談窓口を設置した。 

 

具体的には次のとおりに各種支援を実施した。 

➢ 「仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”」では、起業相談の他、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や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

による相談対応を行った結果、令和 2 年 3 月末時点で 121 件の開業に繋がった。また、開業後の

起業家の実態調査を実施し、起業後 3年経過したアシ☆スタ利用者の 87.6％が事業存続している

事を把握するとともに、経営課題を抱えている開業者には窓口相談の利用を促す等、開業後のフ

ォローアップを行った。 

➢ 商品やサービスの付加価値向上や、事業改善や先端技術をテーマにしたセミナーの他、社会的課

題である事業承継に対しても普及啓発のセミナーを実施した。 

➢ 「売れる商品」づくりを目的に、専門家等による商品開発のチーム支援を行うと共に「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った。入賞商品の国内外にお

ける販売会の実施や紹介等、新たな地域産品の PRと販路開拓に向けたフォローアップを行った。 

➢ 仙台地域のものづくり企業へ、御用聞き型企業訪問事業により製品開発等支援を行った。また東

北及び首都圏等の産業支援機関等との連携による域外への販路拡大、取引促進に向けた取り組み

を進めるとともに、地域資源等を活用して新事業展開を行おうと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や域外等への販路開拓を重点的に行った。 

➢ 業務の効率化等を目指す企業へ IT 導入・利活用支援を行ったほか、IT 企業向けに、技術者を対

象とした研修の開催を通じて、上級システムエンジニアとしてソフトウェア開発プロジェクトを

けん引する技術者の育成を行った。 

➢ 地域企業の多様な人材確保・人材獲得力向上を目的として採用コンサルティングや人材獲得・定

着セミナーを実施した。さらに、海外の高度人材の採用をコーディネートするグローバル UIJ事

業や働き方改革をテーマにした新規ビジネスを公募・委託する働き方改革促進ビジネス開発委託

事業を新たに開始した。 

➢ 仙台フィンランド健康福祉センタープロジェクトにおいて、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、展示会等により支援環境を提供し

た。また、仙台オウル産業振興協定のもとで、健康福祉に関するフィンランド企業と仙台の企業
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のビジネス連携を促進したほか、ビジネスフィンランド及びオウル市とそれぞれ産業振興に関す

る基本合意書を更新し、両国の産業支援協力について 2025年まで継続することで合意した。 

➢ 新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受ける中小企業に対する経営相談に対応するため、

特別相談窓口を令和 2年 2月 14日から設置。 

新型コロナウイルスの流行により、影響を受けるまたは、その恐れがある中小企業等の経営、金

融相談等について対応。対面、電話、メール相談のほか、新型コロナウイルスの感染予防等の理

由から来訪が難しい方には、ビデオ会議システムによるオンライン方式での相談も実施。 
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（理事会の開催） 

（1）第 43回理事会 平成 31年 4月 1日（決議の省略） 

① 組織変更について 

（2）第 44回理事会 令和元年 5月 23日 

① 平成 30年度事業報告及び収支決算について 

② 評議員会の開催について 

（3）第 45回理事会 令和元年 8月 20日（決議の省略） 

① 評議員会の目的である事項について 

（4）第 46回理事会 令和元年 10月 29日 

①事業活動報告 

（5）第 47回理事会 令和元年 11月 1日（決議の省略） 

①  評議員会の開催について 

（6）第 48回理事会 令和 2年 2月 19日 

①  令和 2年度事業計画及び収支予算について 

② 中期経営方針について 

③ 評議員会の開催について 

（7）第 49回理事会 令和 2年 3月 24日（決議の省略） 

①  評議員会の目的である事項について 

 

（評議員会の開催） 

（1）第 25回評議員会 令和元年 6月 12日 

① 評議員の選任 

杉村 均 

  ② 平成 30年度事業報告及び収支決算について 

（2）第 26回評議員会 令和元年 9月 2日（決議の省略） 

① 理事の選任 

森山 寿行 

（3）第 27回評議員会 令和元年 11月 22日 

① 事業報告 

（4）第 28回評議員会 令和 2年 3月 19日 

① 令和 2年度事業計画及び収支予算について 

（5）第 29回評議員会 令和 2年 3月 30日 

① 理事の選任 

遠藤 守也 

瀧澤 孝二 
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１．公益目的事業 

（１） 中小企業支援事業      （118,798,003 円） 

① 総合相談事業  

ア）窓口相談 

経営及び起業に関する課題を、相談内容の分野・段階に応じてトータルでサポートする総合相 

談を実施した。具体的には、経営・税務・届出手続き等の知識を持つビジネス開発ディレクター

が相談に対応した。前年度に比べ 10％増の企業からの相談数となった。平成 31 年度は資金に関

する相談が昨年度に比べ 4倍の相談件数となった。 

新型コロナウイルスの流行により影響を受けるまたはその恐れがある中小企業に対する経営

相談に対応するため、令和 2年 2月 14日に特別相談窓口を開設し、相談対応を行った。 

＜相談実績＞ 

相談企業数 

（前年度実績） 

相談等 

延件数 

内   訳 

経営全般 
マーケ 

ティング 

ビジネス

プラン 
資金 IT その他 

1,307 

（1,193） 

1,889 

（1,870） 

605 

（668） 

393 

（437） 

175 

（351） 

365 

（83） 

38 

（39） 

313 

（292） 

 

イ）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。 

＜相談実績：3社 3件 （前年度実績：5件）＞ 

 

ウ）知財相談 

毎月 1 回、原則第 2 金曜日に一般社団法人宮城県発明協会と連携して知財相談を実施した。

事業活動に伴う知的財産についての問題に関して、弁理士が問題解決に向けてのアドバイスを

行った。 

＜相談実績：21社 22件＞ 

 

エ）新型コロナウイルスに関する特別相談 

電話および対面による特別相談窓口を開設。「資金繰りについて」、「融資制度や休業補償につ

いて」のご相談が多く寄せられた。 

＜相談実績：164 件（内訳：電話 130件，来訪 33件,メール 1件）＞ 

 

② 商品づくりチーム支援事業 

地域中小企業の弱点と言われるマーケティングやデザインの分野を中心として、「売れる商品」

づくりを目的に専門家等によるチーム支援を行い、企業の成長をけん引するような商品づくりをサ

ポートした。 
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＜支援実績＞ 

 
企業名 支援対象商品 

1 匠ソリューションズ株式会社 使い捨て布ナプキン フリーナ 

2 有限会社趙さんの味 三陸ホヤのキムチ漬 

3 株式会社田伝むし ササニシキ煎餅 

4 有限会社ファーム・ソレイユ東北 kitaha-纏- 

5 株式会社ゼルコバドリーム 牧場のフローズンパルフェ 

 

③ 事業承継促進事業 

近年、経営者の高齢化が進み、事業承継は潜在的かつ重要な経営課題となっている。しかし小規

模規模企業ほど踏み込みにくいテーマとなっているため、次世代経営者の育成につながるセミナー

等を通じて、事業承継の知識と理解を深めながら計画的な事業承継の促進に取り組んだ。また、 

  事業承継に関する課題に広く対応する無料の総合相談窓口を開設した。 

 

ア）事業承継セミナー 

＜開催実績＞ 

 講演テーマ 講師 開催日 参加者数 

1 事業承継講演会 古くて新しい「ホッ

ピー」の売上を回復させた秘訣とは？ 

第一部：社長が変われば会社が変わる 

第二部：いっしょに考える事業承継 

ホッピービバレッジ株

式会社 

代表取締役社長 石渡 

美奈 氏 

宮城県事業引継ぎ支援

センター 統括責任者

弁護士 渡邊 弘毅 氏 

9/5 86名 

 

イ）事業承継相談会 

毎月 1回、原則第 4木曜日に事業承継相談会を実施した。事業承継に関して税理士等の専門家 

が、問題解決に向けてのアドバイスを行った。 

＜相談実績：7社 7件＞ 

 

④ 新東北みやげコンテスト事業 

地域性に磨きをかけて商品開発を行った新しい「お土産品」を仙台に集め、コンテストを開催し、

マスコミやバイヤー・流通関係者に結びつけて情報発信を行った。また、受賞商品を対象とした商

談会を同時に開催することにより、知名度向上や取引機会の提供を行った。さらに、受賞決定後は

国内外で販売会を開催して、商品のテストマーケティングと一般消費者向けの PRを行った。 
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＜第 6回新東北みやげコンテスト＞ 

日時：平成 31年 11月 21日（木） 

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：56件（応募商品数 199件） 

 

＜受賞企業＞ 

受賞 企業名 県名 商品名 

最優秀賞 有限会社ファーム・ソレイユ

東北 
宮城 kitaha-纏- 

優秀賞 

（3社） 

株式会社バンザイ・ファクトリ

ー 
岩手 椿茶ミニパック 

株式会社 味の海翁堂 青森 
八戸いちご煮の炊き込みご飯（そっ

こ→ご褒美シリーズ） 

株式会社不忘印刷所 宮城 
弥治郎こけしのマスキングテープ

フォルダー 

特別賞 

（4社） 

株式会社サムライアロハ 宮城 サムライアロハ 

庄内町新産業創造協議会 山形 庄内町のほしがきさん 

株式会社 鈴木水産 秋田 ハタハタオイル漬けプレミアム 

夢☆宇宙米プロジェクト 宮城 夢☆宇宙米おにぎり 

 

＜第 6回新東北みやげコンテスト受賞商品販売会＞ 

・国内販売会 

開催日：令和元年 12月 26日（木）～令和 2年 1月 19日（日） 

会場：東北スタンダードマーケット（仙台市青葉区中央 3-7-5 仙台パルコ 2 5階） 

参加：13社 

・海外販売会 

開催日：令和 2年 1月 21日（火）～令和 2年 2月 4日（火） 

会場：漢神百貨 アリーナ店 8Ｆ催事場（台湾高雄市左營區博愛二路 777號） 

参加：12社 

 

⑤ デザイン活用支援事業 

優れたデザインを活用した高付加価値商品の開発促進のため、デザインの有効性や活用方法の普 

及啓発を行うデザイン活用セミナーや、地域企業等の抱えるデザイン活用の課題に対し助言等を行

うクリエイター活用支援を実施した。また事業団で支援した商品や新東北みやげコンテストの情報

を WEBサイト「暮らす仙台」上で紹介した。 
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＜セミナー開催実績＞ 

 講演テーマ 講師 開催日 参加者数 

1 どう魅せる？あなたの会社とその商品 

 

ビジネス開発 

ディレクター 

佐藤 悠 

7/17 21名 

2 事例で解説！ 

販促ツールのつくり方・使い方 

①「グラフィック・ロゴ・パッケージ・ 

ウェブ・アプリなどのデザインに 

ついて」 

②「プロモーションと言葉」 

③「紙媒体・WEB媒体・SNSそれぞれに 

おける訴求効果を高める手法」 

ビジネス開発 

ディレクター 

佐藤 悠 

 

クリエイティブ・ 

プロデューサー 

工藤 拓也 

岡沼 美樹恵 

 

10/24 28名 

 

＜クリエイター活用支援実績＞ 

項目 H31 

相談件数 114 件 

相談企業数 43社 

 

 

＜WEBサイト「暮らす仙台・仙台銘品ものがたり」運営状況＞ 

項目 H31 備考 

記事掲載数 53件 新東北みやげコンテスト受賞商品 掲載 8 件含む 

ページビュー数 143,962PV  
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⑥ IT活用促進事業 

ア）IT導入・利活用支援 

IT導入・利活用による業務改善や生産性向上の支援を目的として、セミナーを開催するとともに 

専門家による相談・助言を行った。 

 

○IT導入・利活用セミナー 

 テーマ 講師 開催日 
参加者

数 

1 事例で分かる！ICT を使った

業務改善セミナー 
・株式会社ミヤツー 

取締役社長 吉田 建是 氏 

・株式会社みらい創研 

代表取締役副社長 大沼 広明 氏 

・東北経済産業局地域政策部 

情報政策室 飯沼 知典 氏 

7/23 39名 

2 一から学ぶキャッシュレス

決済セミナー 
・一般社団法人キャッシュレス 

推進協議会 ディレクター 

鈴木麻友 氏 

・楽天ペイメント株式会社 

楽天ペイ事業部 鈴木 修 氏 

8/21 23名 

3 自社にあった使い方を知る

RPA体験セミナー 
・キーウェアソリューションズ 

株式会社東北支店 加茂 瑞穂 氏 

鈴木 一充 氏 

11/20 21名 

 

○IT担当者研修 

 テーマ 講師 開催日 
参加者

数 

1 OSとアプリケーション ・株式会社 JC-21教育センター 

山田 洋 氏 

1/23 19名 

2 ネットワーク 1/29 20名 

3 セキュリティ 2/10 17名 

4 システム構成 2/19 16名 
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○共催セミナー 

 
主催等 テーマ 講師 開催日 

参加者

数 

1 主催：協同組合仙台

卸商センター 

協力：株式会社 SJC 

サイボウズ株式会社 

ICT 活用による働き方

改革の実現 

成功企業の実践事例

に学ぶ～「kintone」活

用によるこれからの

働き方や会社経営の

実践～ 

・株式会社ミヤツー 

取締役社長 

吉田 建是 氏 

・サイボウズ株式会社 

仙台営業所所長 

武田 卓也 氏 

10/23 23名 

 

○専門家による訪問・相談等 

対応件数 延べ回数 

32 件 62 回 

 

イ）IT技術者育成 

地域中小 IT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、一般社団法人宮城県情 

報サービス産業協会（MISA）が主催する「新入社員研修」及び「中堅社員向け研修」の受託実施に

加え、事業団が独自に主催する「SEスキル養成講座」の実施を通じて、IT技術者のスキルアップ

を図った。 

また、地方における新たな研修実施方法の試みとして、MISAおよび一般社団法人情報サービス

産業協会（JISA、東京都）との連携により、e-learning・ウェブ上のグループウェアによるオン

ラインディスカッション・他都市の会場とテレビ会議システムで接続した集合ワークショップの

3 要素を組み合わせた「JISA・MISA連携講座」を開催した。 

さらに、個別企業における階層別教育体系の構築を目的とした、IT 技術者向けのコミュニケ

ーション実践に関する研修を提案し、受託実施した。また、個別企業における女性活躍施策の一

環として女性社員向け研修提案し、受託実施した。 

 

○MISA新入社員研修（主催：一般社団法人宮城県情報サービス産業協会） 

 研修コース名 講師 開催日 
参加者

数 

1 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） 

キャリアトーク 

代表 志伯 暁子 氏 

4/2～ 

4/4 

14社

58名 

2 ビジネス基盤養成コース 

（情報セキュリティ基礎） 

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 

4/5 12社

40名 
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 研修コース名 講師 開催日 
参加者

数 

3 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） 

マネジメントテクノロジーズ,LLC 

代表 尾田 友志 氏 

4/8～ 

4/11 

12社

40名 

4 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） 

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 

4/8～ 

4/11 

12社

40名 

5 システム開発技術者育成コ

ース 

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 

株式会社ダベンポート 

代表取締役 渡邉 義之 氏 

 

4/12～ 

6/10 

8社 

43名 

6 新入社員フォローアップ研

修 

（ビジネスマナー＆コミュ

ニケーション応用、ビジネ

ススキル＆社会人基礎力） 

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 

9/3～ 

9/4 

8社 

40名 

 

○MISA中堅社員向け研修（主催：一般社団法人宮城県情報サービス産業協会） 

 研修コース名 講師 開催日 
参加者

数 

1 ＳＥが知っておきたい 

ビジネスマインド強化研修 

株式会社アイテック 

村上 由美子 氏 

7/23 10社

15名 

2 ロジカルシンキング研修 株式会社アイテック 

加藤 大介 氏 

9/6 11社

15名 

3 SEのための 

チームマネジメント研修 

株式会社アイテック 

加藤 大介 氏 

9/10～

9/11 

9社

19名 

4 管理者･リーダー養成研修 

（課題解決思考編） 

TMI 

主宰 髙島 利尚 氏  

11/19 11社

18名 

5 人に教える技術 セイ･コンサルティング･グループ

株式会社 

宿澤 直正 氏 

12/5～

12/6 

10社

22名 

6 管理者･リーダー養成研修 

（組織マネジメント編） 

マネジメントテクノロジーズ,LLC 

代表 尾田 友志 氏 

1/22 10社

26名 
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○JISA・MISA連携講座 

（主催：一般社団法人情報サービス産業協会、一般社団法人宮城県情報サービス産業協会、 

共催：公益財団法人仙台市産業振興事業団） 

 研修コース名 講師 開催日 参加者数 

1 アジャイル開発の基本 

※集合ワークショップ 

1/31実施 

株式会社オージス総研 

技術部ビジネスイノベーション 

センター 

藤井 拓 氏 

11/26～ 

1/31 

 

仙台会場 

5社 

8名 

 

岡山会場 

4社 12

名 

 

○SEスキル養成講座 

 研修コース名 講師 開催日 参加者数 

1 LPICレベル 1学習ポイント 

セミナー 

LPI日本支部 

伊藤 健二 氏 

スキルブレイン株式会社 

三浦 一志 氏 

6/13 34名 

2 プロジェクトマネジメント入門 株式会社ピーエム・ 

アラインメント 

代表取締役 佐藤 義男 氏 

11/6～

11/7 

7社 

12名 

3 ロジカルライティング実戦演習 株式会社アイテック 

加藤 大介 氏 

11/14～

11/15 

6社 

13名 

4 ソフトウェアテスト技術 株式会社エス・キュー・シー 

取締役 齋藤 克裕 氏 

12/12～

12/13 
5社 

12名 

5 ステークホルダーマネジメント

実戦 

株式会社ピーエム・ 

アラインメント 

取締役 中谷 英雄 氏 

12/18 5社 

8名 
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○個別研修 

 研修コース名 講師 開催日 
参加

者数 

1 IT技術者のための 

コミュニケーション 

セイ･コンサルティング･グループ

株式会社 山崎 有生 氏 

12/9～

12/10 

7名 

2 IT技術者のための 

ネゴシエーション 

セイ･コンサルティング･グループ

株式会社 山崎 有生 氏 

1/21～

1/22 

8名 

3 女性コミュニケーション研修 ワッツ･ビジョン  

代表 笹崎 久美子 氏 

2/4 13名 

 

⑦ 起業支援事業 

起業予定者が抱える個々の課題について、窓口等で専門家による助言を行った。また、起業家同 

士の交流イベントや起業家セミナーの開催、現役経営者が実践的なアドバイスを行う先輩起業家メ

ンター事業により、起業意欲向上や人的ネットワークの構築、実践的経営ノウハウの習得を支援し、

121件の開業を支援した。（令和 2年 3月末現在確認分） 

 

＜開業支援件数推移＞ 

H27 H28 H29 H30 H31 

84件 113件 116件 109件 121件 

 

ア）創業相談 

創業相談件数 1,136件 

※件数は前掲の「窓口相談」の実績に含む 

＜創業相談件数推移＞ 

H27 H28 H29 H30 H31 

1,115件 1,311件 1,175件 1,141件 1,180件 
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イ）起業家セミナー 

起業を予定する方・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。 

＜開催実績：10回開催 延べ 318名参加＞ 

 開催テーマ 講師 開催日 
参加 

者数 

1 入門編 

「起業の成功率をぐんと上げる！

基礎から学ぶ起業の歩き方」 

創業手帳株式会社 

大久保 幸世 氏 

5/23 74名 

2 起業準備編 

「起業準備の基本を学ぶ！～起業

したい人が、まず知っておくべき

こと～」 

（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 

6/4 39名 

3 

 

事業計画編 

「ビジネスプラン作成講座～5 日

間で起業の基礎が固まる～」 

（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 

6/18 

6/25 

7/2 

7/9 

7/23 

18名 

4 

 

起業実務編 

「起業するなら知っておきたい！

起業に必要な知識と手続き 

【税務手続きと経理の基本】」 

（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 

8/29 25名 

5 

 

起業実務編 

「起業するなら知っておきたい！

起業に必要な知識と手続き【開業

手続きと法務の基本】」 

（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 

9/3 19名 

6 入門編 

「起業支援のプロが教える 

起業したい人がやっておくべきこ

と 知っておくべきこと」 

株式会社 V-Spirits 

中野 裕哲 氏 

10/9 53名 

7 女性起業家編 

「起業するなら知っておきたい！

起業に必要な知識と手続き 

【開業手続きと法務の基本】」 

株式会社 OFFRE 

増田 雅子 氏 

10/16 

10/23 

10/30 

18名 

8 事業計画編 

「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～」 

（公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

波多野 卓司 

11/21 

11/28 

12/5 

12/12 

12/19 

15名 
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 開催テーマ 講師 開催日 
参加 

者数 

9 起業実務編 

「起業するなら知っておきたい！

起業に必要な知識と手続き【税務

手続きと経理の基本】」 

（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 

2/6 34名 

10 起業実務編 

「起業するなら知っておきたい！

起業に必要な知識と手続き【開業

手続きと法務の基本】」 

（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 

2/18 23名 

 

ウ）起業家交流イベント 

 先輩起業家と起業希望者の情報交換や人的ネットワークの形成、起業家同士の相互研鑽、コラ

ボレーション機会の創出などを目的とした多様な交流イベントを開催した。 

 

＜開催実績：4回開催 延べ 101名参加＞ 

 開催テーマ パネリスト・講師 開催日 
参加者

数 

1 起業家交流会 

「最初の一歩を踏み出したい！

起業家のための交流会」 

（公財）仙台市産業振興事業団 

窓口相談員 柳沼 芳裕 

6/27 18名 

2 起業家交流会 

「気鋭の経営者に聞く！小さな

アイデアを大きなビジネス 

チャンスにする方法」 

株式会社パルサー 

代表取締役 阿部 章 氏 

9/19 17名 

3 起業家交流会 

「人気店オーナーに聞く！ 

開業ここだけの話」 

KEYAKI COFFEE 

代表 松木 勇介 氏 

株式会社ブロスアップ 

代表取締役 原田 佳和 氏 

12/9 31名 

4 起業家交流会 

「ワークショップ＆交流会～ 

信頼関係を生む３つの 

コミュニケーション」 

（公財）仙台市産業振興事業団 

ビジネス開発ディレクター 

波多野 卓司 

2/25 35名 

 

エ）起業・創業なんでも相談 DAY（起業ワンストップ相談事業） 

開業手続きのみならず、起業準備に関する多様なニーズにワンストップで対応し、起業をトー

タルでサポートすることで更なる起業促進を図るため、士業関係者をはじめとした専門家等を一

堂に集めた合同相談会を開催した。 

＜開催実績：17回開催 延べ 179名参加＞ 
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⑧ 御用聞き型企業訪問事業 

地域企業が独力では解決が困難な経営課題に対応するため、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て課題を発掘し、専門分野の知見に基づくアドバイスを行うことにより、既存

商品や工程の改善、新商品の開発等を支援する「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や職員等が訪問先企業のコーディネートを行い、地域連携フェローと

ともに御用聞き型企業訪問を行った。訪問先企業に対しては地域連携フェローの専門的知見に基づ

く技術的なアドバイスや新商品開発のヒントとなるアイデア提供等を行った。 

 

○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） 

○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 博士（工学） 

専門分野：メカトロニクス、ロボット工学 

○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 

○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 

○荘司 弘樹 地域連携フェロー 

東北大学電気通信研究所 特任教授 博士（工学） 

電気・通信・電子・情報 

 

＜訪問実績：御用聞き型企業訪問件数 76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関する最新動向などを大学教員等が分かりやすく情報

提供を行う「寺子屋せんだい」を定期的に開催することで、新規事業展開や既存技術の改良を支

援するとともに、大学と企業技術者の仙台圏域における人的ネットワークの構築を支援した。 

○｢寺子屋せんだい｣の開催 

＜開催実績：7回（開催中止：1回） 延べ 228名参加＞ 

回 講演テーマ 講師 開催日 
参加 

者数 

132 Society5.0を実現するワイヤレ

ス通信－5Gで何ができるのか、

何が変わるのか－ 

東北大学電気通信研究所 

教授 末松 憲治 氏 

6/12 47名 

133 自動車産業に参入する可能性－提

案活動で新規参入・取引拡大を目

指して－ 

宮城県産業技術総合センター 

自動車産業振興 

コーディネーター 

萱場 文彦 氏 

7/26 22名 

134 経営におけるデザインの役割－デ

ザイン経営を実践する方法・具体

的な取組み－ 

東北工業大学 

ライフデザイン学部 

教授 坂手 勇次 氏 

（仙台市地域連携フェロー） 

8/29 38名 

135 ドリップが出ない食品解凍機－ス

マート解凍ですぐに、むだなく、

おいしく食べる－ 

東北大学 

名誉教授 佐藤 実 氏 

9/19 33名 

136 化学反応を観る－究極の 

電池に向けた光分析－ 

東北大学 

学際フロンティア研究所 

准教授 伊藤 隆 氏 

10/24 24名 

137 中小企業が挑戦できる東北を創る

次世代放射光 

一般財団法人光化学 

イノベーションセンター 

理事長 高田 昌樹 氏 

11/27 44名 

138 光過敏症と色弱のこどもた 

ち－カラーレンズによる最適化－ 

東北大学 

名誉教授 矢野 雅文 氏 

1/29 20名 

139 大腸のはたらくしくみ 

※新型コロナウイルスの感染拡大

防止のため開催中止 

石巻専修大学理工学部 

教授 坂田 隆 氏  

 

2/28 － 
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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。 

＜派遣実績：2社 4回＞ 

専門家 支援内容 派遣回数 

東北大学 

名誉教授 齋藤 文良 氏（仙台市

地域連携アドバイザー） 

3D ミルによるグラフェン処理産物の電気的特

性結果、評価結果等についてのアドバイス 

2回 

東北大学 

名誉教授 齋藤 文良 氏（仙台市

地域連携アドバイザー） 

畳糸端材（PP製樹脂）の Reペレット化、リサ

イクル方法、粉砕後の材料の活用及び粉砕する

際の注意点等についてのアドバイス 

2回 

 

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 主催 開催日 参加者数 

東北工業大学 プロジェクト研究所 

キックオフ発表会 
東北工業大学 9/20 130名 

第 58回新春産学官交流大会 （一社）みやぎ工業会 1/17 191名 

東北大学 

地域連携イノベーション展 2020 

国立大学法人東北大学 産学連

携機構 
1/17 163名 

 

⑨ 販路拡大支援事業 

 

ア）都市間連携販路開拓支援事業/東北地域ものづくり企業連携事業 

ものづくり企業の販路開拓を目的として、全国の産業支援機関等と連携を図りながら、連携都

市産業支援機関等のコーディネーターへのプレゼンテーション会等を通じて、仙台地域の中小企

業の製品・技術等のプロモーションやビジネスマッチングによる販路開拓や技術連携を支援した。    

また、今年度より東北地域産業支援機関と初となる６県連携を行ない、支援施策を通じて仙台・

東北の域内外における地域間連携の促進を行った。 

 

＜連携都市＞ 14都市 

＜支援企業数＞6社 

＜商談件数＞ 40件 

＜成約件数＞ 20件 
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＜支援企業一覧＞ 

 企業名 所在地 事業概要 

1 株式会社メムス・コア 仙台市泉区 MEMSデバイスファンドリ受託サービス：

センサ、アクチュエータ、機械要素部品

を一つのシリコン基板に集積化したデバ

イス。圧力センサ、加速度センサ、ジャ

イロスコープ、プロジェクタ等幅広い分

野での応用開発。 

2 株式会社コー・ワークス 仙台市青葉区 「Tibbo-Pi」デバイスを開発・販売。

IoTシステムの開発。学ぶ、試作する、

導入するを一つのデバイスで実現する。

IoTシステム受託開発やコンサルティン

グ業務を請け負う。 

3 株式会社ＡＺＵＬ  

Ｅｎｅｒｇｙ 

仙台市青葉区 次世代エネルギーとして期待される燃料

電池・金属空気電池に用いられる高機能

かつ安全・安価な触媒材料。多様な産業

用途利用に用いる技術。 

4 スピンセンシング 

ファクトリー株式会社 

仙台市青葉区 発明されたトンネル磁気抵抗（TMR）効

果に基づく製品。センサは、超高度な上

に小型軽量で医療応用のみならず、様々

な産業分野で革命的な進展を可能にする

デバイス。 

5 日本積層造形株式会社 多賀城市 ３Dプリンタ 6台による各種金属の積層

造形品。航空宇宙業界・医療業界に対す

るチタン材、アルミ材による自動車業界

に対する造形、純銅による高周波焼き入

れ用コイル造形等。 

6 株式会社亀山鉄工所 仙台市青葉区 三次元ボールミル＆ミキサー/水平・垂

直の二軸を独立制御し、容器を高速で三

次元回転し、対象物を均一混合するボー

ルミル。試料の粉砕や少量多品種の材料

製造に効果。 
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イ）域外への地域産品等販路開拓支援事業 

東北の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・工芸品等の地域

産品の域外での販路開拓を支援した。具体的には販路開拓コーディネーターから地域企業に対して、

商品開発や流通戦略等の助言を行うほか、首都圏や関西圏、海外等のバイヤーとの商談機会の提供

等を行った。 

＜支援企業数＞  33社 

＜商談件数＞  70件 

＜商談成約件数＞ 33件 

 

＜主な支援実績＞ 

 支援先企業 マッチング成約先 成約内容 

1 

工芸品製造業者 

（宮城県） 

雑貨セレクトショッ

プ（東京都） 

支援先企業の工芸品を、首都圏の複数の店

舗にて販売することとなった。また、店舗

での販売にとどまらず、首都圏や台湾での

製作体験イベントも実施した。 

2 
飲料製造業者 

（宮城県） 

ギフトカタログ商社

（大阪府） 

支援先企業の飲料を、全国的に流通を行う

ギフトカタログへ掲載することとなった。 

3 
菓子製造業者 

（青森県） 

催事販売業者 

（大阪府） 

支援先企業の菓子を、関西圏の複数の百貨

店催事にて販売することとなった。 

4 
酒類製造業者 

（山形県） 

輸入業者（台湾） 支援先企業の酒類を、台湾の酒類の輸入業

者にて仕入れすることとなった。 
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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 

＜支援企業数＞ 44 団体  

＜訪問回数＞ 延べ 75件 

＜商品開発＞ 5 件 

 

＜商品開発支援企業一覧＞ 

 事業者名 商品 

1 社会福祉法人ゆうゆう舎  

ぱれった・けやき宮城野 

仙台産野菜パウダー（あおばスイーツ用） 

 

2 （農）井土生産組合  井土ネギだれのレシピ開発  

3 お茶の井ケ田（株） 

（秋保ヴィレッジ 開店 5 周年用） 

バームクーヘン（秋保ワイナリーシードル入り） 

4 お茶の井ケ田（株） 

（秋保ヴィレッジ 開店 5 周年用） 

プリンカステラ（野口養鶏場の卵入り） 

5 お茶の井ケ田（株） 

（秋保ヴィレッジ 開店 5 周年用） 

秋保蕎麦 

 

 

 

イ）ずんだプロジェクト 

枝豆をはじめとした仙台産農産物を対象とし、加工事業者に農産物や加工技術に関する知見及び 

販路に関する情報を提供し、仙台産農産物と企業とのマッチング支援、新商品開発支援を行った。 

 

・仙台産大豆コーヒーの製造 

大豆生産者：仙台市内（仙台農業協同組合） 

大豆コーヒー製造：仙台農業協同組合 

試作参加事業者：KEYAKI COFFEE 
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・仙台産枝豆丸ごとパウダーの活用 

枝豆生産者：仙台市内（六郷南部実践組合） 

パウダー製造者：仙台農業協同組合 

 

＜試作参加事業者：10社＞ 

 事業者名 試作品 

1 株式会社にしき食品 レトルト食品 

2 
障害者就労継続支援 B型事業所

「ポッケの森」 
惣菜・菓子 

3 株式会社 yuzuki 焼き菓子 

4 手づくりソーセージ工房 vienna29 ソーセージ 

5 ホテルメトロポリタン仙台 レストラン 

6 株式会社メゾンカイザー仙台 パン 

7 石臼工房石の屋 かりんとう 

8 株式会社こだま どら焼き 

9 伊藤ハムデイリー株式会社 ソーセージ・ポタージュ 

10 株式会社ブロスアップ ラーメンの麺 
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（２） 雇用支援事業       （15,828,477 円） 

 

【事業者向け支援】 

① 人材獲得・定着セミナー＆採用コンサルティング 

地域中小企業の多様な人材採用・定着を支援するため、採用セミナーによるノウハウ提供や、

企業個別の課題抽出と解決に向けた採用コンサルティングを実施した。 

 

＜開催実績＞ 

・採用セミナー 

 
テーマ 講師 開催日 

参加

者数 

1 人手不足時代の採用・定着 新セオリ

ー「採用強者の企業づくり」 

合同会社クリエイティブフ

ァースト 

代表社員 社長 佐藤 創 氏 

5/29 15名 

2 『働きやすい企業』を考える センダ

イバーシティーフォーラム 

日本アイ・ビー・エム株式

会社 グローバルビジネスサ

ービス事業部 技術理事 行

木 陽子 氏 他 5名 

11/19 108

名 

3 リクルートのグローバル人材専門家が

伝える「年間 1万件のグローバル採用

から見えた人事・人材課題の解決のポ

イント」 

株式会社リクルート 

チーフセールスストラテジ

スト 宗田 修 氏 

2/19 23名 

 

・採用コンサルティング 

実施回数 利用企業数 採用人数 

102 回 39社 60名 

 

② 働き方改革促進ビジネス開発委託事業 

働き方改革をテーマにした新規ソリューションビジネスを公募し、採択された 2案件につい 

て、ビジネス開発を支援した。 

 

＜委託事業一覧＞ 

団体名 委託内容 委託料 

株式会社鈴木デンタルラボ 

ラトリー 

エピテーゼによるこころとからだと働き

方の改革 

1,500,000円 

株式会社仙台情報サービス 職員目線でのシフト運用管理を軸にした

働き方改革ソリューション 

1,500,000円 
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③ グローバル UIJ促進事業 

将来の経営者候補、事業拡大・海外展開のリーダーとなりうる海外の高度人材を在仙企業とマ

ッチングすることにより企業の人材確保、経営基盤強化を促進した。今年度は台湾で 2回、タイ

で 1回合同企業説明会を開催した。 

＜開催実績＞ 

開催回数 来場者数 

3回 約 600名 

 

【求職者向け支援】 

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

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 

49 回 266 名 

② 出前セミナー・キャリア相談 

教育機関等を訪問し、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 3校 

実施回数 5回 

参加人数 379名 

③ 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。 

＜紹介実績＞ 

項目 実績 

求人登録数 576件（101社）※1 

求職登録数 275名 

内定（就職）件数 2（2）件 

（参考）間接的採用 33件 ※2 
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※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 

④ オンライン就活用スペース貸し出し 

新型コロナウイルス感染症の影響等により企業が採用活動を急速にオンラインにシフトした

ことを踏まえ、新卒学生等が就職活動中にウェブによる面談を行うための会場として、中小企業

活性化センターを無償で貸し出した。 

 

＜貸し出し実績＞ 

予約数 利用者数 

38件 32 名 

（３） 仙台フィンランド健康福祉センター事業    （54,048,732 円） 

令和元年 11 月にビジネスフィンランド（フィンランドの関係機関）およびオウル市とそれぞ

れ基本合意書を更新し、2020年より 5年間にわたり両国の産業支援協力を継続することで合意し

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。 

 

① 国際展開支援事業 

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を実施。 

地元企業とフィンランド企業との業務提携を支援した。 

 

＜実績＞ 

ア）来訪フィンランド企業・団体数 延べ 10団体 

イ）地元企業とフィンランド企業のビジネスマッチング 

No. 企業名 マッチング内容 

1 株式会社 ARCA（宮城県黒川郡） シャワートイレ（BeauLet）の欧州輸出に向    

けてフィンランド商社NEN-Trading社とのマッチ

ングを行った 

2 IKI Health Group（フィンラン

ドのスタートアップ企業） 

日本市場展開に向けた市場調査の一貫として、市

内介護事業所（4 施設）における試用評価の実施

をコーディネートした。また、介護専門展 CareTEX 

One2019 仙台にて共同ブース出展した。 

3 Secapp（フィンランド企業） 開発した災害時緊急対応用アプリの実証試験へ

の協力を行った。 
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ウ）その他 

・北欧ブランド商材を活かしたビジネス展開に関するセミナーを開催。＜参加者数：27名＞ 

・日本フィンランド修交 100周年を記念したイベントを開催し、基調講演のほかフィンランド

と関係のある地元企業等の協力のもとパネル展示を併催。＜来場者数：約 100名＞ 

・ジェトロ主催「地域への対日直接投資カンファレンス（RBC）」プロジェクトで採択された仙 

台市がビジネスフィンランドおよび NOKIA社と連携して開催したハッカソンイベントにおい 

て、フィンランド企業のメンターとしてサポートを行った。 

 

② オウル産業振興協定推進 

・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。 

・ビジネスフィンランドと ICT、スタートアップ支援、防災減災を中心とした産業振興に関する 

合意書を更新した。 

・ビジネスオウルより紹介のあった IKI社の日本市場展開に向けた市場調査の一貫として、市内 

介護事業所における試用評価のコーディネートをサポート実施。＜サポート実績：4社＞ 

③ Wellbeing 製品・サービス開発支援事業 

ア）ニーズリサーチの実施 

仙台圏内の介護福祉関連事業者の協力のもと、主に IT 関連事業者を対象に、介護事業の実状

と課題に関するセミナーのほか、現場見学およびディスカッション等を実施した。 

＜実績＞ 

 テーマ 協力先（講師・見学

等） 

開催日 参加者数 

1 地域を支える介護サービ

スの現状と課題 

医療法人社団東北福

祉会  

介護老人保健施設 

せんだんの丘 

セミナー 

7/11 

18社 

（27名） 

見学 8/23、

9/27 

のべ 15 社

（24名） 

2 地域を支えるリハビリ現

場の現状と課題 

医療法人社団脳健会 

仙台リハビリテーシ

ョン病院 

セミナー 

12/12 

15社 

（18名） 

見学 

1/23 

12社 

（18名） 

 

イ）公募型委託事業 

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。また、介護現場から抽出された課題に対して自社シーズによる提案型の開発を行う「テ

ーマ事業」について前年度の CareTech ニーズリサーチ及び健康福祉ニーズ掘り起こし事業の結

果を踏まえたテーマ設定を行い、募集を行った。 

 



26 

＜実績：委託 5件(うちテーマ 3件)／応募総数 11件（うちテーマ 6件）＞ 

団体名 委託内容 委託料 

エクスツー合同会社 介護現場の情報共有システム 

「スマイルサーブ」 

2,000,000円 

株式会社グッドツリー 「介護業務支援ソフトケア樹」 

介護記録用 API 

2,000,000円 

株式会社 JDSound 市販介護ソフトへ音声入力できる 

携帯端末機器 

600,000円 

合同会社地域ケア開発機構 介護・医療の情報共有に特化したアプリ 2,000,000円 

株式会社トレック 介護記録ソフトへの入力支援サービス 1,996,500円 

 

ウ）市場化テスト 

機能改善を目指した案件に関して介護老人保健施設及びリハビリ特化型病院において実証試験 

およびヒアリングを実施。 

＜実績：1件、計 3箇所＞ 

 

エ）実証サポート 

介護事業者の協力のもと、仙台市内の IT事業者が開発した健康福祉ソフトの実証実験を施した。 

＜実績＞ 

企業名 補助事業名 協力企業（施設名） 

産電工業株式会社 ICT を活用したモニタリン

グよりケアプランの見直

しおよび業務負担軽減の

効果実証 

・株式会社エムズ（小規模多機能

型居宅介護エムズ落合） 

・有限会社オーバード（マイムケ

ア長町、マイムケア若林） 

・シンフォニーケア株式会社（小

規模多機能型居宅介護 

 シンフォニー将監） 

一般社団法人りぷらす リハビリ介護学習サイト

事業 

(Replus learning System: 

通称りらーん) 

・株式会社エムズ 

（小規模多機能型居宅介護 

エムズ落合） 

・社会福祉法人東北福祉会 

（せんだんの里） 

・コスモスケア株式会社 

（南光台デイサービスセンター） 
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オ）IT導入定着支援 

CareTech の一貫として、業務改善や人材不足解消等に向けて IT 導入・定着の必要性を認識し

ている介護事業者を対象に、問題意識の向上および課題明確化を図るためのセミナーを実施した。 

また、介護事業所への専門家派遣により経営上の問題を把握した上で IT 導入定着に向けた課

題明確化および提案を行う個別支援を実施。 

 

＜セミナー開催実績＞ 

 セミナー 講師 開催日 参加者数 

1 介護福祉事業者向け  

IT導入定着支援セミナー 

 

※2回シリーズの開催予定であったが

新型コロナウイルスの感染拡大防止

のため 2回目は  中止とした。 

株式会社ビーブリッド

代表取締役 

竹下 康平 氏 

1/31 

 

2/27 

（中止） 

23名 

 

＜課題調査事業実績＞ 

 調査事業 対象者 期間 実施回数 

1 介護福祉事業者向け  

IT導入定着支援セミナー 

 

専門家： 

清野経営事務所 代表 清野 浩司 氏

（中小企業診断士、ITコーディネータ

ー） 

調査内容： 

現況ヒアリングを踏まえた支援の方

向性設定、新サービスの検討 

株式会社ビーブリッド

代表取締役 

竹下 康平 氏 

11 月～ 

2月 

2回 

 

※全 4回の予

定であった

が、対象事業

所の都合によ

り 2回の派遣

となった。 
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④ 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。 

 

ア）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在り方や輸出入等の海外展開ノウハ

ウを学ぶとともに、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 開催日 参加者数 

1 21年改定からデイサービス淘汰の時代が

始まる！生き残り戦略は 

【自立支援／科学的介護／生産性向上】 

株式会社日本介護ベンチャー

コンサルティンググループ 

代表取締役 斉藤 正行 氏 

5/28 33名 

2 ビジネスに活かす 北欧ブランドの 

育て方 

株式会社スキャンデックス 

マーケティングマネージャー  

作佐部 久美 氏 他 

6/20 27名 

3 口腔ケアが担う高齢期の健康 株式会社フィリップス・ 

ジャパン パーソナルヘルス

オーラルヘルスケアプロフェ

ッショナルエデュケーション

マネージャー上村 泰子 氏 

他 

10/11 16名 

4 日本フィンランド 

修好 100周年記念イベント 

「フィンランドに学ぶ豊かな暮らし」 

九州ルーテル学院大学 

人文学科 准教授 

フィンランド語通訳翻訳家 

坂根 シルック 氏 他 

11/30 100名 

5 社会的自立支援とは？ツールによる 

自立支援の質向上とその実施事例 

株式会社楓の風 

代表取締役 小室 貴之 氏 

12/19 21名 

 

 

 

イ）全国規模展示会への出展 

販路開拓支援のため、全国規模の介護福祉専門展で仙台では初開催となる「CareTEX One 

仙台 2019」に、在仙の企業 6社およびフィンランド企業 1社とともに出展。 

・介護専門展 CareTEX One2019仙台 出展 

期間：令和元年 9月 3日、4日 

場所：仙台国際センター 
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＜共同出展企業および出展製品＞ 

 企業名 製 品 

1 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」 

2 株式会社グッドツリー クラウド型介護業務支援ソフト 

「ケア樹」 

3 産電工業株式会社 スマートケアリング・ライフアクセス 

「みぃるも」 

4 テクノ・マインド株式会社 訪問介護事業者向けシフト管理サービス 

「咲く Saku」 

5 株式会社トレック 送迎計画作成支援ソフト 

「うぇるなび」 

6 株式会社ライブカンパニー 自立支援・重度化防止支援総合システム 

「シックスパック」 

7 IKI OY 

(フィンランドのスタートアップ企業) 

フィンランドの自然を背景にした 

エクササイズ動画 

 

⑤ 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・事業者名 入居目的 

1 NPO日本ノルディックフィットネス協会 

（H.22.4.1～入居中） 

公益事業振興補助事業・東日本大震災 

復興支援事業「ノルディックウォーキングで

心も体も健康になろう！」に関する活動展開 

2 八光建設株式会社 

（H26.9.8～入居中） 

フィンランド商材を使用する住環境の提案と 

健康福祉対応施設へ商材の販売活動 

3 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 

4 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 

5 SDGsビジネス研究所 

（R1.7.1～入居中） 

SDGsの健康と福祉分野におけるビジネス創出

のコンサルティング事業 

＜視察等来館者実績：417名（うち海外から47名）＞ 
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（４） グローバル人材育成支援事業     （2,670,914 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 

7名 3名 

 

＜留学先＞ 

留学先国 人数 

フィンランド 1名 

アメリカ 1名 

オーストラリア 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または地場

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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（５） 施設管理運営事業      （190,376,921 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（空調設備等の更

新工事を令和元年 10 月から令和 2 年 3 月まで実施）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 47,476,559 円 

光熱水費 33,144,761 円 

多目的ホール設備操作等委託 16,197,600 円 

清掃業務委託費 13,548,924 円 

警備業務委託費 9,197,850円 

修繕費 28,045,490 円 

 

 

イ）施設の利用状況 

会場名 利用可能 

日数 

利用日数 H31利用率

（％） 

H30利用率 

（％） 

多目的ホール 207 169 81.6 82.8 

楽屋（１） 207 109 52.7 53.0 

楽屋（２） 207 105 50.7 49.7 

厨房 207 26 12.6 9.1 

セミナールーム（１）Ａ 281 245 87.2 97.3 

セミナールーム（１）Ｂ 283 258 91.2 98.2 

セミナールーム（２）Ａ 287 252 87.8 92.3 

セミナールーム（２）Ｂ 285 240 84.2 93.8 

特別会議室 288 260 90.3 95.2 

主催者・来賓控室 212 196 92.5 95.8 

利用率＝利用日数÷利用可能日数 

 

※当事業団及び仙台市が実施する計画修繕工事に伴い、各会場の利用を一時休止した 

期間があったため、日数が例年よりも少なくなっている。 

 


