
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公的⽀援制度⼀覧● ６ 新事業・新分野進出 

■新事業（全般）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

新連携支援 異分野の中小企業同士が技術・ノウハウ等の「強み」を相互に補

完し、高付加価値の製品・サービスを創出する事業計画を「中

小企業新事業活動促進法」に基づき認定を受けた事業者に対

し、補助金、政府系金融機関の低利融資や信用保証の特例等

により支援。 

東北経済産業局産業部中小企業課 

TEL:022-221-4923 

（独）中小企業基盤整備機構東北支部 

東北地域活性化支援事務局 

TEL:022-399-9031 

中小企業地域資源 

活用プログラム 

地域の優れた資源（産地の技術、地域の農林水産品、観光資

源）を活用した新商品、新サービスの開発・販売の事業計画を

「中小企業地域資源活用促進法」などにより認定された事業者

に対し、補助金や政府系金融機関の低利融資、信用保証・課

税の特例等により支援。 

農商工等連携事業 中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援する

ために、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の

促進に関する法律（農商工等連携促進法）」に基づき事業計画

の認定を受けた事業者に対し、法的措置や予算措置、金融措

置などにより総合的に支援。 

東北経済産業局産業部中小企業課 

TEL:022-221-4922 

（独）中小企業基盤整備機構東北支部 

東北地域活性化支援事務局 

TEL:022-399-9031 

東北農政局生産経営流通部食品課 

TEL:022-263-1111（代） 

建設業と地域の元気回復 

助成事業 

建設業団体や地方公共団体などの地域関係者が協議会を構

成し、地域の合意形成等を促進しながら、異業種との連携等に

よる地域活性化に資する事業の立ち上げを支援。

国土交通省総合政策局建設市場整備課

建設産業振興室 

TEL:03-5253-8111 

東北地方整備局計画・建設産業課 

TEL:022-225-2171（代） 

中小企業経営革新支援 

事業 

中小企業新事業活動促進法に基づき、中小企業者等が行う新商

品・新サービスの開発や提供等の経営革新に向けた取組を支援。

各県の商工労働部（巻末参照） 

がんばれ！中小企業ファンド 目利き能力やネットワークを有するファンドが、新事業展開に挑

戦する中小企業等に対して資金供給や販路拡大等、踏み込ん

だ経営支援を実施する。 

（独）中小企業基盤整備機構 

ファンド事業部 

TEL:03-5470-1673 

通年雇用奨励金 

（新分野進出の場合）

東北地方等に所在する事業所において、季節的業務に従事す

る労働者を3人以上雇い入れ、かつ、それ以後継続して雇用す

ることが見込まれ、指定する業種（林業、建設業等）以外の業種

に属する事業を行うための事業所を設置し、その業務に従事さ

せる場合に助成。 

厚生労働省各県の労働局（巻末参照） 

又は最寄りの公共職業安定所 

なお、申請手続き等は、事業所の所在地を

管轄する公共職業安定所等。 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

あおもりクリエイトファンド 

（正式名称:あおもりクリエイト 

ファンド投資事業有限責任

組合） 

青森県、中小企業基盤整備機構、金融機関等が出資したファンド

による、株式上場を志向する成長企業等に対するリスクマネーの

供給（株式等による投資）と、経営戦略立案等のハンズオン支援。

・総額:22.15億円 

・管理運営者:フューチャーベンチャーキャピタル（株） 

・1社当たり投資額:5,000万円程度（ファンド総額の10%を上限）

フューチャーベンチャーキャピタル（株） 

TEL:017-731-3040 
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６ 新事業・新分野進出

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

経営革新支援事業 中小企業新事業活動促進法に基づき、中小企業者の新商品の

開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又

は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他

の新たな事業活動を支援。 

青森県商工労働部経営支援課 

TEL:L017-734-9375 

●岩手県

建設業新分野進出等支援

対策事業【再掲】 

新たな事業分野への進出や新技術の開発等により経営基盤強

化を図ろうとする県内建設企業に対し、必要な経費の一部を補

助。新分野進出事業等に必要な製品・技術・サービスの研究開

発や、販路開拓、人材養成に係る経費が対象であり、一件当た

りの補助金上限額は 100 万円。

岩手県建設技術振興課建設業振興担当 

TEL:019-629-5954 

岩手県建設業総合相談センター 

（各岩手県広域振興局等土木部内） 

いわて希望ファンド

地域活性化支援事業 

（起業・経営革新枠） 

創業・企業する事業者や地域資源を活かした新たな取り組みに

対し、新商品開発や販路開拓等に係る経費の一部を助成。 

（助成率）1/2 地域資源活用枠について県北沿岸地域は 2/3、

（上限額）起業・経営革新:500 万円、地域資源 200 万円。

（財）いわて産業振興センター

総合支援グループ 

TEL:019-631-3826 

建設業新分野進出等モデル

創出事業 

国のふるさと雇用再生特別基金事業を活用し、県内の建設業者

等が、新規雇用を創出しながら新たに建設業以外の分野に取り

組む事業の企画提案を公募し、事業実施とその結果報告書の

提出を委託。 

岩手県県土整備部建設技術振興課 

TEL:019-629-5954 

●宮城県

新技術・新製品事業化資金 特許権等技術力を有し、新技術又は新製品の事業化を図るた

め資金を必要とする企業（知事の認定）。 

宮城県経済商工観光部商工経営支援課 

TEL:022-211-2744 

地場産業振興資金 知事の指定する地場産業振興業種に属する事業を営み新製

品・新技術の開発、需要の開拓、原材料の確保、人材育成など

の経営の合理化・近代化を図る企業（市町村長の推薦）。 

創業育成資金 （1）事業を営んでいない創業等を行おうとする個人及び中小企

業者である会社及び創業等を行ったことにより設立された会

社であって事業開始に係る具体的計画を有するもの 

（2）事業を営んでいない創業者が事業を開始した日又は会社を

設立した日以後 3 年を経過していないもの 

地域資源活用資金 中小企業地域資源活用促進法による地域産業資源活用計画

の認定、並びに農商工等連携促進法による農商工等連携事

業計画又は農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業

者等。 

●秋田県

建設業新展開活動支援 

事業（トライアル支援事業） 

経営革新、連携合併、多角化、新分野進出などに取り組もうとす

る建設業者に対し、事前の企画調査等に要する経費の一部を

助成。 

秋田県建設交通部建設管理課 

TEL:018-860-2425 

（財）あきた企業活性化センター 

TEL:018-860-5701 

建設業新展開活動支援事業

（立ち上げ支援事業）

成長分野への事業展開や地域貢献に資すると認められる事業

に取り組む県内建設業者に対し、その初期投資等に要する経

費の一部を助成。 

秋田県建設交通部建設管理課 

TEL:018-860-2425 

新分野進出等企業支援事業

【再掲】

企業競争力を強化し、企業の持続的発展と雇用の安定を図るた

め、新分野への進出や体質改善を図るなど自発的な経営革新

を進める企業に対し、その取組に要する経費を補助。 

（財）あきた企業活性化センター 

TEL:018-860-5610 

元気企業グループ育成事業 複数の中小企業のグループ連携体が新たな事業展開や販路拡

大等を行う場合に必要とされる経費を補助。 
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公的⽀援制度⼀覧● ６ 新事業・新分野進出 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

あきた企業応援ファンド事業 「あきた企業応援ファンド」の運営益を原泉として、地域資源を活

用した県内中小企業の新たな事業展開等の取組を支援。 

1.中小企業者等支援事業 

（1）中核企業育成事業 

中核企業が実施する地域資源を活用した新商品開発、販路

拡大、事業転換等の取組に要する経費の一部を助成。 

○補助率:一般枠:1/2 以内 重点支援枠:2/3 以内 

○限度額:一般枠:700 万円 重点支援枠:1,00 0 万円 

（2）チャレンジ企業育成事業 

中核企業以外の中小企業者が実施する地域資源を活用した

新商品開発、販路拡大、事業転換等の取組に要する経費の

一部を助成。 

○補助率:一般枠:1/2 以内 重点支援枠:2/3 以内 

○限度額:一般枠:300 万円 重点支援枠:500 万円 

（3）共同研究助成事業 

中小企業者が、大学、工業高等専門学校、公設試験研究機

関又は他の企業と高度技術又は新製品の開発、高度技術を

利用した製品の高付加価値化、生産工程の合理化及び地域

資源の開発等のために行う共同研究に必要な経費の一部を

助成。 

○補助率:一般地域枠 1/2 以内

高度技術産業集積地域枠（秋田市）2/3 以内 

○限度額:一般地域枠 300 万円

高度技術産業集積地域枠（秋田市）400 万円 

2.中小企業支援機関実施事業 

地域資源を活用して行う新商品開発、展示会、技術講習会等に関

わる支援事業並びに建設業及び農林水産業に属する中小企業者

等の事業転換等の取組を支援する事業に要する経費を助成。

補助率:10/10 以内 

限度額:一般枠:300 万円 重点支援枠:500 万円 

（財）あきた企業活性化センター 

TEL:018-860-5701 

●山形県

建設業新分野進出 

モデル支援事業 

建設業から新分野へ進出するために必要な事業計画の策定や

事業開始にかかる初期投資経費に対する補助。 

※補助率 1/2 上限 750 千円

山形県県土整備部建設企画課 

TEL:023-630-2658 

●福島県

起業家支援保証 次のいずれかに該当する方（コミュニティビジネスを含む） 

（1）創業者 

県内で新たに事業を開始しようとする方（開業して 1 年以内の

方を含む。）であって、具体的事業計画を有するとともに、客観

的にみて事業に着手していることが明らかである方 

（2）第二創業者 

既に中小企業者であって、新たな分野の事業に進出しようとす

る事業承継者 

（3）独立開業者 

同一企業の勤務年数又は同一業種の従事年数が 3 年以上で

その経験を有する事業を新たに開始しようとする方、又は、法

律に基づく資格を有する場合でその資格に基づく事業を新た

に開始しようとする方（いずれも開業して 1 年以内の方を含む）

（4）ベンチャー企業 

新たに創造的な事業活動を行おうとする方であって、新たな事

業を開始した時から概ね 3 年以内の方 

福島県商工労働部金融課 

TEL:024-521-7291 
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６ 新事業・新分野進出

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

コンサルティングサービス 

（窓口相談、コンサルティング、

専門家派遣）

中小企業者が抱える経営課題に対して、一貫して問題解決を

行うための支援を行う。 

（財）福島県産業振興センター 

TEL:024-525-4039 

意欲ある建設業チャレンジ

支援事業 

新分野進出により経営基盤の強化を目指す建設業者の自主的

な取組みを支援するため、新分野進出を検討しているまたは既

に進出し経営改善を目指している建設業者に対して補助金を

交付する。 

また、新分野進出を果たした建設業者を認定し、中でも優れた

成果を収めている建設業者を表彰する。 

（1）福島県建設業新分野進出事前調査支援事業費補助金 

補助金:上限 50 万円補助率:1/2 

（2）中小企業経営革新計画支援事業費補助金【建設業枠】 

補助金:上限 200 万円補助率:1/2 

（3）福島県建設業新分野進出企業認定事業 

（4）福島県建設業新分野進出優良企業表彰事業 

福島県土木部建設産業室 

TEL:024-521-7452 

活力ある商店街支援事業 空き店舗を活用した出店がなされる場合にその家賃の一部を補

助する市町村に対して補助金を交付し、まちのにぎわいづくりを

図る。 

福島県商工労働部商業まちづくり課 

TEL:024-521-7299 

■農林分野

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

【金融支援】 

1.農業信用保証保険制度 

農業協同組合等の融資機関が行う農業者等に対する貸付につ

いて債務保証。 

東北農政局生産経営流通部経営支援課 

TEL:022-221-6217 

2.農業法人等に対する出

資と融資の一体的提供を

行うための体制整備 

建設業者など農外からの新規参入を含む新設の農業法人につ

いては、「アグリビジネス投資育成株式会社」による投資育成事

業を利用することが可能。 

農業経営基盤強化資金 

（スーパーL） 

農業経営改善計画を達成するために必要な農地、機械、施設

等の取得等のための長期資金及び長期運転資金の貸付。 

（株）日本政策金融公庫（農林水産事業）

の各県支店（巻末参照） 

【業務受託金融機関】 

各県の信用農業協同組合連合会（巻末

参照）、受託金融機関である銀行又は

信用金庫 

農業改良資金 創意と自主性を活かしつつ、農畜産物の加工を始めたり、新作

物や新技術の導入などにチャレンジすることを支援するための

無利子資金を貸付。 

最寄りの農協などの民間金融機関、 

普及指導センター等 

農業近代化資金 機械、施設等の取得に必要な長期資金及び長期運転資金を民

間金融機関が貸付（利子補給あり）。 

最寄りの農協などの民間金融機関 

【農協以外の最寄りの銀行又は信用金

庫は、県庁と利子補給契約を締結して

いる金融機関に限る】 

土地基盤整備等の支援 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金のうち（1）小規模農林

地等保全整備、（2）農林業基盤整備用機械、（3）遊休農地を活

用して農業生産活動を行うための土地条件整備等（（1）農業用

用排水施設、農道、暗きょ排水の整備、客土、土壌改良、障害

物除去等、（2）これらの整備を実施する場合に必要な機械の借

り上げ等）を支援（市町村、土地改良区、農地保有合理化法人

等）。 

東北農政局農村計画部農村振興課 

TEL:022-261-6734

就農支援資金制度 就農に必要な技術・経営の習得等の資金を無利子で貸付。 県の農業公社（巻末参照）、 

普及指導センター等 
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公的⽀援制度⼀覧● ６ 新事業・新分野進出 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

就農準備校 将来農業を始めたい者等への農業の基本的な知識や技術を

指導。

（社）全国農村青少年教育振興会 

TEL:03-3949-3321（代） 

農業e-ラーニング講座 在宅のままホームページ教材により農業技術を習得できる e-ラ

ーニング方式の研修を実施。 

農業信用保証保険制度 農業制度資金の借入れに対する農業信用保証制度の適用に

ついては、農外からの新規参入法人であっても、農業信用基

金協会の会員となれば、同協会による債務保証を受けることが

可能。

各県の農業信用基金協会（巻末参照） 

各県農業信用基金協会の会員である

最寄りの農協などの民間金融機関 

農業法人等に対する出資と

融資の一体的提供を行うた

めの体制の整備

新設の農業法人（認定農業者）については、自己資本の充実等

による経営の発展を図るため、「アグリビジネス投資育成株式会

社」による投資育成事業を利用することが可能。 

アグリビジネス投資育成（株）投資育成部

TEL:03-5283-6688（代） 

（株）日本政策金融公庫本店 

（農林水産事業本部） 

TEL:0120-926478 

農林中央金庫本店農林部 

TEL:03-3279-0111（代） 

（社）日本農業法人協会 

TEL:03-6268-9500 

林業関係の金融制度 林業経営の改善や林業労働者の確保のための資金貸付等。 

（1）林業経営育成資金（生産方式合理化資金） 

林業機械リース料一括前払い、研修、経営コンサルタント等の

ための資金を貸付。 

（2）林業・木材産業改善資金制度 

林業・木材産業経営の改善を目的として新たな取組を行うに

あたって必要な中・短期の資金を無利子で貸付。 

（3）木材産業等高度化推進資金制度 

木材の生産又は流通を担う事業者がその行う事業の合理化

を推進するのに必要な資金を低利で融通。

（1）（株）日本政策金融公庫 

（農林水産事業）の各支店（巻末参照）

（2）各県の森林組合連合会（巻末参照） 

（3）（独）農林漁業信用基金 林業部門 

TEL:03-3294-5585 

漁業関係の金融制度 漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化、安全確保

や生活支援ののための資金貸付。 

（1）漁業経営改善支援資金（経営改善） 

改善計画の認定を受けた個人、法人、組合等を対象に、超長

期の漁船、施設、長期運転資金等の資金貸付。 

（2）漁業近代化資金 

漁協等が窓口となり、国や自治体が利子補給等を行う漁船、

漁具、養殖施設等の資金貸付。 

（3）沿岸漁業改善資金 

沿岸漁業従事者等が自主的にその経営・生活の改善等に取

り組むために都道府県が融資する無利子資金。

（1）（株）日本政策金融公庫 

（農林水産事業）の各支店（巻末参照）

（2）各県の漁業協同組合、 

信用漁業協同組合連合会、 

農林中央金庫（巻末参照）等 

（3）各県の農林水産担当（巻末参照） 

「農林漁業をやってみよう」 

プログラム

農林漁業で働いてみようという意欲をもつ失業者等の様々な希

望や能力等に応え、農林漁業等に関する各種の情報提供機能

を強化。 

以下のハローワークの 

「就農等支援コーナー」 

ハローワーク八戸（八戸公共職業安定所） 

TEL:0178-22-8609 

ハローワーク盛岡（盛岡公共職業安定所） 

TEL:019-624-8902 

ハローワーク仙台（仙台公共職業安定所） 

TEL:022-299-8819 

ハローワーク秋田（秋田公共職業安定所） 

TEL:018-864-4111 

ハローワーク山形（山形公共職業安定所） 

TEL:023-684-1521 

ハローワーク福島（福島公共職業安定所） 

TEL:024-534-4121 
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６ 新事業・新分野進出

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

全国新規就農相談センター

による情報の収集・提供等 

全国新規就農相談センターにおける就農・就業相談及び無料

職業紹介、無料職業紹介のネットワーク体系の整備、農外企業

に対する就農情報の提供や出前就農相談、就農関連情報の収

集及びインターネット等を通じた情報提供等。 

全国新規就農相談センター 

TEL:03-6901-1133 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

農業経営参入等推進事業 農業経営に関心のある企業等への参入方法や営農などについ

ての相談・指導。 

青森県農林水産部構造政策課 

TEL:017-734-9462 

建設業等農業経営参入 

促進事業 

農業参入した企業等の農業経営の安定化を図るため、県内で

新たに農業参入する、或いは既に農業参入している企業等を対

象として、営農計画の策定や新規作付作物の栽培技術などに

ついての指導・助言。 

夏秋いちご産地強化 

プロモート事業 

他県に優位さを持って夏秋いちごの生産・販売を進めるため、

産地の強化拡大に向けた意識啓発、生産量の増大とロットの安

定確保、販路の確立とブランド化の推進に係る取組を実施。 

青森県農林水産部農産園芸課 

TEL:017-734-9481 

マーケティング重視型 

「冬の農業」チャレンジ事業

市場や流通関係者等と連携し、市場のニーズを反映したより収

益性のアップにつながる「冬の農業」の取組を支援。 

食産業連携共同プロジェクト 農林漁業者と食品製造業者等が連携して取り組む新たな事業

展開や商品開発等に対する情報提供や連絡調整経費の一部

負担等の支援。 

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 

漁業への新規就業支援 建設産業関係者に限らず、漁業への新規就業支援を目的に、

漁業労働力需要情報の収集・提供を行うとともに、相談窓口を

開設。 

青森県漁業就業者確保育成センター 

TEL:017-734-9592 

青森県営農大学校 地域農業の中核的担い手となり得る農業経営者の養成。 青森県営農大学校 

TEL:0176-62-3111 

●岩手県

岩手県林業技術センター 林業情報センターとして、技術情報の発信。 岩手県林業技術センター 

TEL:019-697-1536 

いわて希望農業担い手応援

事業 

集落営農組織の経営の多角化や、県北・沿岸地域等における

競争力の強い園芸・畜産等の産地形成、地域資源を活用したア

グリビジネスを行うために必要な機械・施設等の整備に要する経

費に対して補助。 

農業参入企業相談センター

（各岩手県広域振興局等農政部等内）

就農施設等資金 認定就農者の経営開始に必要な施設・機械の整備。 岩手県農林水産部農業普及技術課 

TEL:019-629-5656 

いわて農業入門塾 農業に関心のある人を対象にした研修。 岩手県立農業大学校農業研修センター

TEL:0197-43-2211（内 400） 

農業参入企業相談センター

岩手県担い手育成総合支援

協議会 

岩手県新規就農相談 

センター（相談窓口） 

農業参入企業等に対する相談・助言・情報提供等を実施。 農業参入企業相談センター

（各岩手県広域振興局等農政部等内）

岩手県担い手育成総合支援協議会 

（事務局:岩手県農業会議） 

TEL:019-626-8545 

岩手県新規就農相談センター

（岩手県青年農業者等育成センター） 

（財）岩手県農業公社） 

TEL:019-623-9390 

岩手県漁業就業者確保 

育成センター

漁業参入企業等に対する相談・助言・情報提供等を実施。 岩手県農林水産部水産振興課 

TEL:019-629-5817 
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公的⽀援制度⼀覧● ６ 新事業・新分野進出 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●宮城県

アグリビジネス 

新展開支援事業 

（1）アグリビジネス経営者養成講座 

農業分野での起業化を図る上で必要なマーケティング等の知

識習得やビジネスプラン立案などの具体的なカリキュラムを通

じて、農業の企業人を養成。 

（2）アグリビジネスステージアップ支援（実践経営塾） 

アグリビジネスマネージャーや外部専門家等とのですディスカ

ッションを通じ、アグリビジネス経営体の事業計画を「儲かる仕

組み」へブラッシュアップします。 

（3）アグリビジネス経営体現地支援 

アグリビジネス経営体の現地巡回を強化し、経営体が抱える

課題や問題点の抽出と、解決に向けた支援プログラムを構築

する。 

（4）アグリビジネス・ビジネスプロデューサー現地派遣事業 

ビジネスプランの検討から財務計画・財務管理、商開発や販

売開拓支援等によりアグリ経営体の課題解決に関し、構築ビ

ジネスプロデューサーを派遣し、アドバイスを実施。 

（5）ビジネスマッチング支援

アグリ経営体同士や県内流通業者、飲食店等とのビジネス連

携を図るためのマッチング支援を実施。 

（6）農産物販売ビジネス支援事業 

県内及び首都圏等における商談先の開拓を行い、アグリビジ

ネス経営体との商談会を実施。 

宮城県農林水産部農産園芸環境課 

アグリビジネス班 

TEL:022-211-2844 

（財）みやぎ産業振興機構 

TEL:022-225-6697 

新規就農者支援事業 認定就農者を対象に無利子の研修資金の貸付や償還免除、先

進地農家等における研修を行うもの。 

宮城県農林水産部農業振興課 

農業人材育成班 

TEL:022-211-2836 

（財）みやぎ農業担い手基金 

TEL:022-264-8238 

林業・木材産業改善資金 新たな林業・木材産業部門の事業を始める、機材や設備を充実

させる、働く環境を整えるなど、様々な事業計画をサポートする

資金。 

宮城県農林水産部農林水産経営支援課

金融班 

TEL:022-211-2756 

園芸特産重点強化整備事業 

（市町村振興総合補助金） 

農林業者が組織する団体が行う園芸作物の規模拡大と流通体

制整備を支援する。 

宮城県農林水産部農産園芸環境課 

園芸振興班 

TEL:022-211-2843 

農産加工ビジネス支援事業 

（市町村振興総合補助金） 

農産加工施設の建設や機械などの購入費用を補助。 宮城県農林水産部農産園芸環境課 

アグリビジネス班 

TEL:022-211-2844 

みやぎの水田農業改革支援

事業 

（市町村振興総合補助金） 

水田における転作や、水田の持つ多面的な機能を活かした取

組を支援。 

宮城県農林水産部農産園芸環境課 

水田農業班 

TEL:022-211-2842 

強い農業づくり交付金 産地競争力強化や経営力強化等のために必要な共同利用施

設（共同育苗施設・乾燥調整施設等）及び共同利用機械（収穫

機・播種機等）の建設・購入費用を補助。 

宮城県農林水産部農産園芸環境課 

アグリビジネス班 

TEL:022-211-2844 

宮城県農林水産部農業振興課 

経営構造対策班 

TEL:022-211-2835 

宮城県農林水産部畜産課企画管理班 

TEL:022-211-2851 

地域バイオマス利活用整備

交付金 

バイオマスの利活用に必要な施設の整備について補助。 宮城県農林水産部農産園芸環境課 

環境対策班 

TEL:022-211-2845 

｢売れる商品づくり｣支援事業 県産品等の地域食材を活用した商品の開発や、その商品の販

路開拓にかかる経費を補助。専門家から助言を受ける場合の経

費も補助対象。 

宮城県農林水産部食産業振興課 

食ビジネス支援班 

TEL:022-211-2812 
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６ 新事業・新分野進出

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

山の幸振興総合対策事業

（市町村総合補助金） 

きのこ、山菜などの特用林産物、「山の恵み」を活かした地場特

産品の商品化と施設の整備などを支援。 

宮城県農林水産部林業振興課 

林業基盤整備班 

TEL:022-211-2913 

林業就業支援講習 林業に関する基礎的知識やチェ-ンソー、刈払機の特別教育等

について 18 日間の講習を実施し、林業への円滑な就業を支援。

（財）みやぎ林業活性化基金 

（宮城県林業労働力確保支援センター） 

TEL:022-217-4307 

●秋田県

中小企業アグリサポート資金 農林水産等への参入を図る中小企業者等に対し、事業資金を

融資。 

秋田県産業労働部産業政策課 

資金・金融班 

TEL:018-860-2215 

農業経営準備研修 新規参入希望者（企業の従業員も可）やＵターン就農希望者を

対象に、農業研修センターでの座学研修と農業法人における体

験研修を支援する。 

秋田県農林水産部 

農林政策課担い手支援班 

TEL:018-860-1726 

漁業就業者確保総合対策

事業 

新たな漁業就業者に対する準備研修や短期の初任者見習い研

修、長期研修等を実施する。 

秋田県農林水産部水産漁港課調整・振興班 

TEL:018-860-1885 

林業就業促進総合対策事業 林業に関する知識や技術の習得及び資格取得のための研修を

実施する。 

秋田県農林水産部 

林業木材産業課調整・企画・担い手班 

TEL:018-860-1913 

●福島県

ふくしま農商工連携ファンド 

【再掲】 

農林漁業者と中小企業者等の連携体がそれぞれの強みを生か

しながら、新商品の開発や販路開拓等に取り組む事業等を対象

に助成を行う。 

（財）福島県産業振興センター 

TEL:024-525-4070 

企業等農業参入支援事業 福島県の農業の活性化と強い農業構造への転換を図るため、

意欲ある企業等の農業参入を支援する。 

（1）企業等農業参入促進事業 

県内外の企業に意向調査や誘致活動等を行うとともに、農業

参入総合ガイダンスや市町村と企業とのニーズマッチング会を

実施する。 

（2）企業等農業参入実践活動支援事業 

農業参入に必要となる経費の一部を助成する。 

補助金額:上限 200 万円（補助率 1/2） 

（3）戦略的企業等農業参入促進事業 

首都圏企業を対象に、セミナー・相談会を首都圏で開催し、首

都圏企業の本県への農業参入を促進する。 

福島県農林水産部農業担い手課 

TEL:024-521-7381 

遊休農地対策総合支援事業 遊休農地を対象に、解消して生産活動等を実施する際の初期

投資などに要する経費を補助する。 

福島県農林水産部農村振興課 

TEL:024-521-7415 

異業種参入促進事業 

（森林整備担い手対策基金 

事業） 

森林整備事業への参入を希望する建設業者等の作業員に対し、

森林施業の技術・知識を習得するための研修会を開催する。

（社）福島県林業協会 

福島県林業労働力確保支援センター 

TEL:024-521-3270 

福島県農林水産部林業振興課 

TEL:024-521-7426 

ふくしま・地域産業 6 次化

推進事業 

（地域産業 6 次化 

ネットワーク推進事業） 

地域産業の 6 次化に関心と意欲のある個人・法人・団体等をメン

バーとするネットワークを県内 6 地方及び県域に設立し、人的交

流と連携を推進する。 

福島県農林水産部農産物安全流通課 

TEL:024-521-7371 

ふくしま・地域産業 6 次化

推進事業 

（ふくしま 6 次産業 

人材育成塾実践事業） 

地域産業の 6 次化を目指す農業者や中小企業経営者等を対

象に、農商工連携ビジネスモデル養成コースなどの研修を実

施する。
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公的⽀援制度⼀覧● ６ 新事業・新分野進出 

■環境・リサイクル

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

食品リサイクル法における 

廃棄物処理法等の特例措置 

食品循環資源の再生利用の促進のため、一般廃棄物の収集運

搬業の許可について、（1）大臣登録を受けた再生利用事業者

の事業場に持ち込む場合は、荷卸し地の許可を不要、（2）大臣

認定を受けた再生利用事業計画の範囲内においては、収集運

搬に係る許可を不要とする廃棄物処理法の特例制度。制度面

から環境分野への進出を支援。 

東北地方環境事務所 

廃棄物・リサイクル対策課 

TEL:022-722-2871 

広域認定制度 製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該

製品の製造、加工、販売等の事業を行う者（製造事業者等）が

広域的に行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な

処理を目的として、廃棄物処理法に基づく許可を不要とする特

例制度。制度面から環境分野への進出を支援。 

土壌汚染対策法 「土壌汚染対策法」の施行により、汚染土壌の除去等の対策を

実施する場合に、建設業者等対策事業を行う者による適切な措

置（工事）が求められており、土壌汚染に係る調査・対策事業等

の新たなビジネスチャンスを生み出している。

都道府県、土壌汚染対策法に基づく 

政令市の土壌汚染担当部局 

建設廃棄物再生処理用 

設備設置に関する税制 

建設汚泥、建設木くず、建設混合廃棄物の再生プラントの取得

に対する税の控除。 

国土交通省総合政策局建設業課 

TEL:03-5253-8111（代） 

循環型社会形成推進科学 

研究費補助金 

循環型社会の推進や廃棄物の適正処理に関する技術開発に

対し補助金を交付。 

環境省廃棄物・リサイクル対策部 

廃棄物対策課 

TEL:03-3581-3351 

産業廃棄物処理事業振興 

財団による助成措置 

廃棄物処理や環境負荷低減の技術開発、またそれを利用した

起業化に対する資金助成。 

（財）産業廃棄物処理事業振興財団 

TEL:03-3526-0155 

産業廃棄物処理事業振興 

財団による債務保証 

廃棄物処理施設整備事業への設備資金、開業資金、開業後 

3年間の運転資金の債務保証。 

廃棄物処理関連施設に 

係わる税制上の優遇措置 

廃棄物処理施設、廃棄物再利用設備等を設置した場合の税制

上の優遇措置。 

各県の産業廃棄物協会（巻末参照） 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

青森県リサイクル製品認定

制度 

資源の循環的な利用と廃棄物の減量を促進するため、県内から

発生する循環資源を原材料としたリサイクル製品のうち、一定の

基準を満たす製品を県が認定し、優先的な使用の推進を行っ

ている。 

青森県環境生活部環境政策課 

TEL:017-734-9249 

●岩手県

いわて産廃リサイクル情報 

交換システム 

廃棄物の提供及び受け入れに関する情報をインターネットで活

用することにより事業者に提供するもの。 

岩手県環境生活部資源循環推進課 

TEL:019-629-5367 

産業・地域ゼロエミッション 

推進事業費補助 

事業者が産業廃棄物等の3R（発生抑制（リデュース）、再使用

（リユース）、再生利用（リサイクル））推進に関する取組みを行う

場合、その経費の一部を補助。 

補助率1/3～10/10、限度額20～4,500万円 

岩手県環境生活部資源循環推進課 

TEL:019-629-5380、5367 

●宮城県

資源循環コーディネーター

派遣事業 

民間企業において製造業等の工程管理や品質管理、環境管理

等に携わった経験を持つ資源循環コーディネーターが廃棄物

の 3R に関する諸問題の解決へ向けた活動を総合的に支援。 

宮城県環境生活部資源循環推進課 

普及促進班 

TEL:022-211-2657 

30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 新事業・新分野進出

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

再資源化・再生資源利活用

設備等整備事業 

産業廃棄物の再使用や再生資源を原材料・燃料等として利活

用するための設備機器の整備を行う事業者にその経費の一部

を補助。 

宮城県環境生活部資源循環推進課 

普及促進班 

TEL:022-211-2657 

再生資源等有効活用推進

事業 

有効な利活用が行われていない産業廃棄物を利用したリユース

システムの構築やリサイクル製品等事業化を目指す事業者等に

その経費の一部を補助。 

産業廃棄物発生抑制等 

支援事業 

産業廃棄物の発生抑制や原材料の投入抑制を行うための設備

機器の整備を行う事業者にその経費の一部を補助。 

3R 新技術研究開発支援 

事業費補助金 

技術的な課題により再資源化困難な産業廃棄物の 3R新技術の

確立と事業化を目指して研究開発に取り組む事業者にその経

費の一部を補助。 

グリーン製品認定制度 宮城県の環境に配慮した製品を「宮城県グリーン製品」として認

定し、宮城県のホームページやパンフレット等で紹介したり、県

の事業において積極的に利用するもの。 

宮城県環境生活部資源循環推進課 

企画指導班 

TEL:022-211-2656 

●秋田県

秋田県リサイクル製品

認定制度 

県内の事業者が主に県内で製造したリサイクル製品を、知事が

『秋田発のリサイクル製品』として認定する制度で年 2 回の認

定。認定製品は積極的に県の事務事業に使用し、パンフレット、

ホームページ及び各種イベント等を通じてリサイクル製品を PR。

秋田県生活環境部 

環境管理課調整・環境企画班 

TEL:018-860-1572 

環境調和型産業集積支援 

事業補助金（ 3R 推進枠）

県内で発生する産業廃棄物を、再使用・再生利用・熱エネルギ

ー回収する事業について次の経費の一部を補助。 

（1）環境産業施設整備費 

（2）環境産業研究開発費 

（3）環境イベント参加費 

（4）リサイクル製品販促調査費等 

（5）環境産業普及啓発費 

（6）廃棄物再資源化・排出抑制改善調査委託費 

（7）地域企業連携リサイクルシステム構築費

秋田県産業労働部資源エネルギー産業課

エコタウン班 

TEL:018-860-2283 

環境調和型産業集積支援 

事業補助金 

（リサイクル産業推進枠）

国内外からリサイクル原料（有価原料、産業廃棄物、一般廃棄

物）を調達するリサイクルシステムや技術等において、新規性・

先導性の点で他のモデルとなる事業について次の経費の一部

を補助。 

（1）環境産業施設整備費 

（2）環境産業研究開発費 

●山形県

3R 研究開発事業費補助金

【先導的研究開発事業】 

研究難易度が高く、かつ産学連携による先導的な 3R 技術の研

究開発に対する支援。 

山形県循環型社会推進課 

TEL:023-630-2322 

3R 研究開発事業費補助金

【研究開発・事業化調査事業】

廃棄物を対象とした発生抑制やリサイクルに係る研究・技術開

発、循環システム構築、廃棄物を使用した商品開発、事業化調

査等に対する支援。 

循環型産業施設整備事業費

補助金 

【リサイクル施設・設備整備 

事業】 

廃棄物の発生抑制やリサイクルを推進するための施設等整備に

対する支援。 

山形県循環型社会推進課 

TEL:023-630-3044 

循環型産業施設整備事業

費補助金 

【地域ゼロエミッション 

推進施設整備事業】 

上記に加え、地域ゼロエミッションを推進するための拠点形成と

なりうるリサイクル施設等の整備に対する支援。 
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公的⽀援制度⼀覧● ６ 新事業・新分野進出 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

商工業振興資金融資事業 

（環境保全促進資金） 

低利･固定･長期の融資制度の実施。 

（1）産業処理施設を整備する方 

（2）環境保全や省資源対策に取り組む方 

（3）【雇用対策】上記のいずれかに加えて、新たに 2 名以上の方

を常用雇用される方 

山形県商工観光部産業政策課 

金融担当 

TEL:023-630-2135 

●福島県

うつくしま、エコ・リサイクル 

製品認定制度 

廃棄物等の有効利用とリサイクル産業の育成を図るため、主とし

て県内で生じた廃棄物等を利用して製造された優良な製品を県

が認定し、利用を推進する。 

福島県生活環境部環境共生課 

TEL:024-521-7248 

■介護・福祉・住宅等

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

社会福祉施設等への補助 社会福祉施設の設置等に対する補助。 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 

TEL:03-5253-1111（代） 

福祉用具実用化開発 

推進事業 

福祉用具の実用化に関する研究開発事業に対する経費補助。 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

機械システム技術開発部 

TEL:044-520-5240 

福祉貸付事業 社会福祉法人等が行なう老人福祉施設や在宅サービス事業な

どのシルバーサービス事業に対する建築資金等を融資。 

（独）福祉医療機構 福祉貸付部 

TEL:03-3438-9298 

介護基盤人材確保助成金 認定事業主が介護分野で新サービス提供に必要な労働者を新

たに雇い入れる際に賃金の一部を助成。 

（財）介護労働安定センターの各県支部 

（巻末参照） 

福祉人材センター事業 福祉分野の無料職業紹介。 各県の福祉人材センター（巻末参照） 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●宮城県

軽費老人ホーム 

（ケアハウス）整備事業 

社会福祉法人等が行う軽費老人ホーム（ケアハウス）の整備に

かかる費用を補助。 

宮城県保健福祉部長寿社会政策課 

在宅・施設支援班 

TEL:022-211-2549 

高齢者向け優良賃貸住宅 

制度 

高齢者に配慮した良質な賃貸住宅の整備費用や高齢者向けに

家賃を減額するための費用の一部を補助。 

宮城県土木部住宅課企画調査班 

TEL:022-211-3256 

仙台市都市整備局住宅宅地部 

住環境整備課住宅政策係 

TEL:022-214-1269 

障害者福祉施設整備費 

補助事業 

社会福祉法人等が新たに設置する障害者サービス事業所や障

害者支援施設の創設又は改修に要する経費の一部を補助。 

宮城県保健福祉部障害福祉課 

施設支援班 

TEL:022-211-2544 
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