
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経営情報・アドバイス 

■オンライン情報提供

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

e-中小企業ネットマガジン 中小企業施策及び関連情報を迅速に中小企業の皆様に提供

することを目的として、毎週1回「 e-中小企業ネットマガジン」を

発信。

中小企業庁 広報室 

http://www.chusho.meti.go.jp/e_chusho 

/melma.html 

中小企業施策利用 

ガイドブック

中小企業者が中小企業施策をご利用になる際の手引書として

主な施策の概要を紹介。

中小企業庁 広報室 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet 

/g_book/ 

J-NET21

（中小企業ビジネス支援 

ポータルサイト） 

中小企業に関する施策等の情報が必要な中小企業者等に、企

業事例集や経営に役立つ情報などをインターネットで提供。 

（独）中小企業基盤整備機構 

http://j-net21.smrj.go.jp/ 

ヨイケンセツドットコム 建設業振興基金が運営する中小建設業の新分野進出に関する

総合情報サイト。 

（財）建設業振興基金 

http://www.yoi-kensetsu.com/

起業支援ネットワーク 

“NICe（ナイス）”

起業に関する相談や情報交換ができるコミュニティ型サービス

（S NS）や国や自治体による支援策、助成金・補助金等の起業、

経営に関する様々な情報を検索できるデータベースを提供。

（財）ベンチャーエンタープライズセンター

内「NICe事務局」 

http://www.nice-vec.jp/ 

起業家輩出支援事業 

（ドリームゲート事業） 

起業に役立つメールマガジンの配信、弁護士・会計士等の専門

家によるインターネット無料相談や無料面談サービス等の提供。

（株）プロジェクトニッポン 

http://www.dreamgate.gr.jp/ 

中小・中堅建設業者のため

の経営相談Q&A 

ワンストップサービスセンター事業を利用した経営相談のうち、

多くの事業者の参考になると思われる相談回答事例を5 0件選

び紹介。 

（財）建設業振興基金 

http://www.yoi-kensetsu.com/qa/ 

クイック建診 インターネット上で実施できる建設企業向けの簡易財務診断

（建診）。必要な財務数値を入力するだけで、その場で結果を確

認できる。 

（財）建設業振興基金 

http://kenshin.yoi-kensetsu.com/ 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●秋田県

建設業経営改善 

サポートサイト 

ポータルサイトを開設し、建設業者向けに経営改善に関する情

報を一元的に提供。 

秋田県建設交通部建設管理課建設業班 

TEL:018-860-2425 

http://common.pref.akita.lg.jp/ci-support/

■相談・指導・派遣

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

建設業総合相談受付窓口 

（ワンストップサービス 

センター事業）

新分野進出等経営革新に関連するサービスを1カ所でまとめて

受けられる「ワンストップサービス」。相談の内容に対応して、資

料の提供や相談窓口の紹介を行うほか、税理士や中小企業診

断士などの「建設業経営支援アドバイザー」を派遣しアドバイス

を行う。 

（財）建設業振興基金 

TEL:03-5473-4572 

東北地方整備局計画・建設産業課 

TEL:022-225-2171 

各県の建設業協会等（巻末参照） 
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公的⽀援制度⼀覧● １ 経営情報・アドバイス 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

中小企業再生支援協議会 中小企業の再生を進めるために、産業活力再生特別措置法に基

づき各都道府県に設置された組織で、多様性、地域性といった

中小企業の特性を踏まえ、常駐する専門家が再生に関する相談

を受け付け、助言や再生計画策定支援を行う。

青森県中小企業再生支援協議会 

TEL:017-723-1021 

岩手県中小企業再生支援協議会 

TEL:019-604-8750 

宮城県中小企業再生支援協議会 

TEL:022-722-3858 

秋田県中小企業再生支援協議会 

TEL:018-896-6150 

山形県中小企業再生支援協議会 

TEL:023-646-7273 

福島県中小企業再生支援協議会 

TEL:024-525-4091 

中小企業応援センター

（中小企業経営支援体制 

連携強化事業） 

中小企業の新事業展開、創業、事業再生、再チャレンジ、事業

承継等の高度・専門的な経営課題への対応を支援するため、

（1）専門家派遣のコーディネート、（2）農商工連携、経営革新等

の高度・専門的な相談に対する相談窓口の設置、（3）農商工連

携・事業承継等に係るマッチング・セミナーの開催等を行う。 

東北経済産業局産業部中小企業課 

TEL:022-221-4922 

青森県中小企業応援センター 

TEL:017-777-4066 

いわて中小企業応援センター 

TEL:019-622-4165 

みやぎ中小企業応援センター 

TEL:022-265-8181 

宮城・山形しんくみネットワーク 

TEL:0225-95-3333 

あきた中小企業応援ネットワーク 

TEL:018-860-5611 

やまがた中小企業支援ネットワーク 

TEL:023-647-0663 

山形大学「学金連携システムネットワーク」

TEL:0238-26-3601、3602 

ふくしま中小企業支援ネットワーク 

TEL:024-525-4034 

経営相談・専門家派遣 中小企業が直面する経営上の課題について、専門家が適切な

助言（窓口相談）、専門家派遣等の支援を行う。 

（独）中小企業基盤整備機構東北支部 

TEL:022-399-6111 

http://www.smrj.go.jp/tohoku/

がんばる中小企業 

「なんでも相談ホットライン」

中小企業の経営者が気軽に経営相談等を受けることができる電

話相談窓口（ホットライン）を開設。 

（独）中小企業基盤整備機構東北支部 

なんでも相談ホットライン 

TEL:0570-009111＜全国共通＞ 

メール経営相談 インターネットで気軽に経営課題や施策の活用方法等を相談で

きる。 

（独）中小企業基盤整備機構東北支部 

TEL:022-399-6111 

下請かけこみ寺事業 中小企業から寄せられた取引に関する各種相談等に親身に対

応するとともに裁判外紛争解決（いわゆるADR）を活用した中小

企業のトラブル解決への迅速な対応、さらには、下請適正取引

等の推進のためのガイドラインの普及啓発等に取り組んでいる。

中小企業庁事業環境部取引課 

TEL:03-3501-1669 

（財）全国中小企業取引振興協会 

TEL:03-5541-6655 

各県の産業支援財団 （巻末参照） 

経営相談 経営、金融、労務、創業等に関する相談や専門家派遣等を行

い、中小企業者の抱える課題解決を支援。 

各県の商工会連合会、商工会議所 

または最寄りの商工会（巻末参照） 

地方環境事務所での 

環境情報等の提供 

環境保全の専門家が市民や事業者に助言・指導する環境カウ

ンセラー制度や、環境省の地方環境事務所による、環境関連の

制度に関する情報提供等により、環境分野への進出を支援。 

東北地方環境事務所 

TEL:022-722-2870 
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１ 経営情報・アドバイス 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

総合相談窓口 創業及び中小企業の経営革新、新分野での事業展開などの相

談に対して、ビジネスプランの作成から事業化・販路開拓まで一

貫した支援を総合的に実施（ワンストップサービス）。 

（財）21あおもり産業総合支援センター 

TEL:017-777-4066 

専門家派遣事業 登録されている各分野の専門家が、中小企業の経営、技術、情

報化等に関する様々な課題解決のためのアドバイスを実施。 

企業負担:1/3 

食産業づくり相談窓口 食産業に関する相談に対して、支援策の情報提供や連携事業

の紹介などを行う。 

青森県農林水産部 

あおもり食品産業振興チーム 

TEL:017-734-9456 

青森県建設産業 

再生・活性化促進事業 

建設企業の経営改善や新分野進出のための相談受付や情報

提供を実施。 

青森県県土整備部監理課 

TEL:017-734-9706 

●岩手県

経営専門相談 

専門家派遣 

情報提供事業 

中小企業に対する経営専門相談、専門家派遣、情報提供。 （財）いわて産業振興センター 

TEL:019-621-5389 

建設業経営支援センター

岩手県建設業総合支援本部 

岩手県建設業総合相談 

センター（相談窓口） 

岩手県内の経営革新に取り組む建設企業に対し、相談・助言・

情報提供等を実施。 

建設業経営支援センター

（（社）岩手県建設業協会内） 

TEL:019-653-6111 

岩手県建設業総合支援本部 

（岩手県県土整備部建設技術振興課） 

TEL:019-629-5954 

各岩手県広域振興局等土木部内 

経営革新アドバイザー派遣

事業 

県内建設業者の経営基盤強化の取組みに対する専門家派遣

支援事業。専門家への相談費用等の3分の2までを、最大30万

円まで支援。 

建設業経営支援センター

（（社）岩手県建設業協会内） 

TEL:019-653-6111 

●宮城県

実践経営塾 各種事業計画について、全国区で活躍する専門家（ビジネスプ

ロデューサー）が支援。B Pとのディスカッションを通じて事業計

画の可能性や問題点を探り少ないリスクと短い時間で「儲かる仕

組み」作りを徹底的に考える。 

（財）みやぎ産業振興機構 

TEL:022-225-6697 

各種相談事業 

（経営・法律・技術） 

経営相談～新規事業展開を目指す方々に、全国的なネットワー

クを持つプロジェクトマネージャーや各分野の専門家が経営全

般にわたる相談に応じる。 

法律相談～下請取引トラブルなどに係る法律相談にアドバイス。

技術相談～中小企業やベンチャー企業の技術にプロジェクトマ

ネージャーやテクノコーディネーターが相談に応じる。 

（財）みやぎ産業振興機構 

TEL:022-225-6636 

専門家派遣事業 新分野進出・新製品開発、情報化促進、経営革新などを行おう

とする県内の中小企業等に専門的な知識や経験を有する専門

家を派遣し、課題解決のための診断・助言を行う。 

みやぎ建設業振興支援講座 建設業界を熟知している専門講師による経営戦略などについて

の講座。無料相談会を同時に開催する。 

宮城県土木部事業管理課 

建設業振興・指導班 

TEL:022-211-3116 

●秋田県

建設業経営相談窓口 秋田県では、（財）あきた企業活性化センターに建設業支援総

合窓口を設置し、経営基盤強化や新分野進出などに取り組む

建設業者の方からの経営相談に応じるとともに、各地域振興局

にも建設業地域相談窓口を設置し、地域性を踏まえた相談に対

応できるよう体制を整備している。 

（財）あきた企業活性化センター 

TEL:018-860-5610 
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公的⽀援制度⼀覧● １ 経営情報・アドバイス 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

専門家派遣事業 創業や経営の向上を図ろうとする個人や中小企業者が抱える様々

な課題に対し、財団法人あきた企業活性化センター登録の民間専

門家を派遣し、課題解決のための診断・助言を実施。

（財）あきた企業活性化センター 

TEL:018-860-5610 

専門家相談窓口開設事業 企業の新分野進出、事業展開の過程での問題、課題解決に応

えることを中心に、弁護士、司法書士、税理士の各専門家が無

料でアドバイスを行う。 

●山形県

相談窓口の開設、 

専門家派遣事業等 

情報提供、経営革新等へのアドバイスや診断・指導。 （財）山形県企業振興公社 

TEL:023-647-0664 

山形県産業創造支援センター 創業支援アドバイザーによる助言、相談内容に応じて関係機関

へのコーディネートを行う。 

山形県産業創造支援センター 

TEL:023-647-8111 

建設業新分野進出 

支援センター事業 

新分野進出や経営改善等の要望に応じた専門アドバイザーの

派遣。 

山形県県土整備部建設企画課 

TEL:023-630-2658 

山形県工業技術センター

（情報提供機能） 

工業技術全般に関する技術相談、受託試験、研究開発、技術

者養成および情報提供。 

山形県工業技術センター 

TEL:023-644-3222 

●福島県

福島県経営支援プラザによ

る窓口相談 

（県内建設業特別経営相談

窓口） 

経営上の問題を抱える中小企業者の方に対し、福島県経営支

援プラザ（コラッセふくしま2階、（財）福島県産業振興センター

内）において、中小企業診断士等の資格を持った窓口専門スタ

ッフの窓口相談や必要に応じた専門家の派遣を行う。 

（財）福島県産業振興センター

経営支援グループ 

TEL:024-525-4039 

専門家派遣事業 創業や経営の向上、革新を目指す中小企業者等が抱える経

営、技術、情報等に関する課題の解決を図るため、中小企業者

等の必要に応じて専門家（中小企業診断士、技術士、税理士

等）を派遣し、経営診断、助言、経営改善計画作成等の支援を

行う（一部費用負担あり）。 

（財）福島県産業振興センター、

福島県中小企業団体中央会、 

県内の商工会、商工会議所又は 

福島県商工会連合会（巻末参照） 

■ガイダンス等

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

創業セミナー・創業塾 創業にむけて必要なビジネスプラン作成やマーケティング技法

の修得を目指したセミナーの開催。

各県の産業支援財団、商工会議所、 

商工会等（巻末参照） 
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