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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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２ 融資・税制等 

■融資・保証等

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

日本政策金融公庫 

（国民生活事業）による融資

国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫な

どが、 2008年 10月に合併。国民生活事業では小規模企業向け

小口の資金需要に対応。 

・事業資金融資（経営環境の変化等により資金繰りに困難を来

している方向けの融資制度[セーフティネット貸付]など、さまざ

まな資金） 

・生活衛生融資（飲食業や理容業など衛生水準向上のための

設備投資） 

・新規開業ローン（創業・起業）など 

（株）日本政策金融公庫 

（国民生活事業）各支店 

青森支店 TEL:017-723-2331 

盛岡支店 TEL:019-623-4376 

仙台支店 TEL:022-222-5171 

秋田支店 TEL:018-832-5641 

山形支点 TEL:023-642-1331 

福島支店 TEL:024-523-2341 

土曜日  TEL:0120-220353 

日本政策金融公庫 

（中小企業事業）による融資 

国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫な

どが、2 008年1 0月に合併。中小企業向けの長期の資金需要に

対応。 

・新企業育成貸付（新たな事業の開始、新連携又は農商工連

携、地域資源活用、再チャレンジなど） 

・企業活力強化貸付（ものづくり基盤技術、地域経済の活性化

及び雇用の促進など） 

・環境・エネルギー対策貸付（環境対策、省エネルギー設備の

設置など） 

・セーフティネット貸付（経営環境の変化や金融機関との取引状

況の変化などにより困難となっている資金繰りへの対応）など 

・企業再生貸付（経営環境の変化や金融機関との取引状況の

変化などにより困難となっている資金繰りへの対応）など 

（株）日本政策金融公庫 

（中小企業事業）各支店 

青森支店 TEL:017-734-2511 

盛岡支店 TEL:019-623-6125 

仙台支店 TEL:022-223-8141 

秋田支店 TEL:018-832-5511 

山形支点 TEL:023-641-7941 

福島支店 TEL:024-522-9241 

相談センターTEL:0120-868121 

セーフティネット貸付 一時的な売上高の減少等業況が悪化している方、社会的な要

因による業況悪化により資金繰りに支障をきたしている方など。

日本政策金融公庫 

（旧：国民生活金融公庫、 

旧：農林漁業金融公庫、 

旧：中小企業金融公庫）の各支店 

企業再建・事業承継支援 

資金（企業再生貸付） 

経営改善・経営再建に取り組む方や、倒産した企業、後継者不

在により事業継続が困難となっている企業から事業を承継する

方など。 

日本政策金融公庫 

（旧：中小企業金融公庫）各支店の 

中小企業事業の窓口 

商工組合中央金庫による 

融資 

2009年10月に特殊会社（特別の法律に基づく株式会社）化。一

般融資の他、国の施策と連携して融資。 

・経営環境、金融環境変化対応資金貸付 

・再チャレンジ支援貸付 

・事業再生支援貸付など 

（株）商工組合中央金庫 各支店 

（巻末参照） 

地域中小企業再生ファンド 

（再生支援出資事業） 

再生に取り組む中小企業に対し、再生計画上の必要に応じて、

資金供給や経営支援を行う。 

（独）中小企業基盤整備機構 

ファンド事業部 

TEL:03-5470-1570 

各中小企業再生支援協議会（巻末参照）

事業継続ファンド 後継者不在等の事業承継問題により新たな事業展開が困難な

中小企業に対し、新事業展開を通じた経営の向上を目的とする

ファンドが資金供給や販路開拓等の経営支援を行う。 

（独）中小企業基盤整備機構 

ファンド事業部 

TEL:03-5470-1570 

中小企業投資育成 

株式会社による投資 

株式、新株予約権、新株予約券付社債の引受け、コンサルティ

ングを通じて、中小企業の自己資本の充実を図る。 

東京中小企業投資育成株式会社 

TEL:03-5469-1811 
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公的⽀援制度⼀覧● ２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

小規模企業設備資金制度 小規模企業者等に、経営基盤の強化又は創業に必要な設備を

導入するための設備資金の1/2を無利子貸付。 

各県貸与機関（産業支援財団等）等 

（巻末参照） 

債務保証制度 法律の承認、認定を受けた事業者及び法律の規定に基づく事

業に対する債務保証。主な対象は、事業再生を行おうとする事

業者が通常の業務を維持するために必要な資金（産業再生法

関連）、中心市街地活性化法認定事業者が認定事業計画に従

って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金（中心市街地

活性化法関連）。 

（独）中小企業基盤整備機構 

ファンド事業部 事業基盤支援課 

TEL:03-5470-1575 

信用保証制度 

（中小企業が金融機関から

融資を受ける際、信用保証

協会が債務保証を行う制度）

事業者が金融機関から事業資金を調達する際、信用保証協会

が債務保証を行う制度。 

一般的な保証以外に緊急保証（原材料価格や仕入価格の高騰

等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対する

保証）、経営安定関連保証（取引先の倒産や取引金融機関の

破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対

する保証）、流動資産担保融資保証（売掛債権や棚卸資産を担

保として金融機関より借入を行う際の保証）や、各県融資制度と

連携した保証制度もある。 

各県の信用保証協会（巻末参照） 

または取引金融機関 

セーフティネット保証制度 取引先等の再生手続等の申請や、事業活動の制限、災害、取

引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中

小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度。 

各県の信用保証協会または各支所へ 

詳しくは以下HPを参照下さい。 

http://www.zenshinhoren.or.jp/ 

小企業等経営改善資金 

融資制度（マル経融資） 

小規模企業に対する経営改善のための資金を無担保・無保証

人・低利で融資。 

商工会議所、商工会連合会（巻末参照）、

商工会、日本政策金融公庫 

（国民生活事業）各支店 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

青森県未来への挑戦資金 あおもり型産業や雇用創出を図る事業のほか、建設業の新分野

進出に係る取組等を対象とする融資。 

青森県商工労働部商工政策課 

TEL:017-734-9368 

青森県経営安定化 

サポート資金

売上高、経常利益の減少や取引先企業の倒産等により資金繰

りに支障が生じている中小企業者や事業再生に取り組む中小

企業者を対象とする融資。 

青森県事業活動応援資金 事業活動に必要な資金のほか、迅速な資金調達を図る方、再

チャレンジを図る方を対象とする融資。 

小規模企業者等設備導入

資金貸付制度 

小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の

導入について、その経費の一部を無利子で融資。 

（財）21 あおもり産業総合支援センター 

TEL:017-777-4066 

設備貸与制度 小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の

導入について、（財）21あおもり産業総合支援センターが設備を

メーカー等から直接購入して、低利で割賦販売またはリース。 

●岩手県

商工観光振興資金 県制度資金の中で一般的な資金。 岩手県商工労働観光部経営支援課 

TEL:019-629-5542 中小企業経営安定資金 県内の中小企業者で、売上が減少していることなどにより経営の

安定に支障をきたす恐れがあるものに対して運転資金を融資

し、経営の安定を支援。融資限度額は 8,000 万円（経営安定関

連資金は別枠で 8,000 万円）。 

小口事業資金 小規模企業者の小口の資金需要に対応する資金。「普通小口

資金」、「小規模小口資金」、「特別小口資金」、の 3 種類。

中小企業成長応援資金 雇用の増加、事業拡大、新分野への進出等に意欲的に取り組

む中小企業者に、設備・運転資金を融資する。 
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２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

いわて起業家育成資金 

（育成資金） 

資格、経験等を基にして新たに事業を開始（創業）しようとする

方に対して融資する資金。 

岩手県商工労働観光部経営支援課 

TEL:019-629-5542 

小規模企業者等 

設備資金貸付制度 

中小企業者に設備資金を無利子で融資する。 （財）いわて産業振興センター

総務・金融グループ 

TEL:019-631-3821 設備貸与制度 中小企業者が機械・設備を導入するときに、いわて産業振興セ

ンターが機械・設備を商社・メーカーから直接購入して低利で割

賦販売またはリース。 

（対象）設備貸与:資本金 3 億円以下又は従業員 300 人以下 

リース:従業員 20 人以下 

※従業員 20 人以下の小規模事業者に対する設備資金貸付制

度（設備代金の 1/2 以内、最大 4,000 万円まで貸付）もあり。 

いわて希望ファンド

地域活性化支援事業 

（地域資源活用枠） 

地域資源を活用した新たな取組みに対して、新商品開発や販

路開拓等の事業に係る経費の一部を助成。 

（財）いわて産業振興センター

総合支援グループ 

TEL:019-631-3826 

●宮城県

一般資金（一般枠） 県内に事務所、事業所を有する次のいずれかの中小企業者等

（1）経営基盤,経営体質の改善を必要とするもの 

（2）経済変動等外部要因により経営が不安定化しているもの 

宮城県経済商工観光部商工経営支援課 

TEL:022-211-2744 

一般資金 

（経営改善対策枠） 

資金繰り円滑化借換保証制度を適用して既往の宮城県中小企

業経営安定資金等による借入金の旧債返済を行うことにより再

建及び持続的発展が見込まれる中小企業者等。 

流動資産担保活用資金 県内に事務所、事業所を有し、宮城県内で事業を営む中小企

業のうち、取引先事業者に対する売掛債権を自らが保有してい

る、又は棚卸資産を有する中小企業者等。 

経営緊急支援資金 

（一般枠） 

経済的環境の変化により一時的に売上の減少等業況悪化をき

たしているが、中長期的には、その業況が回復し発展することが

見込まれる中小企業者等（商工会議所、商工会又は商工会連

合会の推薦）。 

経営緊急支援資金 

（倒産防止枠） 

負債総額 1,000万円以上の倒産企業に対し 50万円以上の回収

困難な売掛債権等を有している又は当該倒産企業との取引額

が全取引額の 20%以上を占めている中小企業者等（知事の認

定） 。 

セーフティーネット資金

（一般枠） 

中小企業信用保険法第 2条第 4項各号該当の特定中小企業者

で市町村長の認定を受けた中小企業者等。 

セーフティーネット資金

（経営改善対策枠） 

中小企業信用保険法第 2条第 4項各号該当の特定中小企業者

で市町村長の認定を受けたもので、既往の宮城県中小企業経

営安定資金等による借入金の旧債返済を資金繰り円滑化借換

保証制度を適用して行うことにより、再建及び持続的発展が見

込まれる中小企業者等。 

災害復旧対策資金 知事の指定する災害により被害を受けた、次のいずれかの中小

企業者等（災害知事指定、市町村長又は商工会議所・商工会

の認定） 。 

（1）施設・設備等の損壊が発生しているもの 

（2）間接的な被害を受け ,最近 1 か月の売上高が、前年又は

前々年の同月の売上高に比して 10%以上減少しているもの 

富県宮城資金 

（立地サポート枠） 

新たに本県に立地しようとする中小企業者に対して実施される

企業立地奨励金の交付を受けた日以降 2 年を経過していない

もの又は宮城県企業立地資金の融資を受けた日以降 3 年を経

過していないもの（知事の認定）。 
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公的⽀援制度⼀覧● ２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

富県宮城資金 

（チャレンジ枠）

（1）自動車産業及び高度電子機械産業に関連する事業並びに

食品製造業関連産業及び木材関連産業に属する事業を引き

続き 1 年以上営むもので、既存事業の取引拡大を図るもの

（知事の認定） 

（2）上記（1）に該当しない事業を引き続き 1 年以上営むもので、

新たに（1）に該当する事業への参入を図るもの又は参入して

1 年を経過していないもの（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 

小規模企業者等 

設備導入資金 

従業員 20 人以下の製造業、5 人以下の商業・サービス業で、県

税を滞納していない小規模企業者の創業や経営基盤を強化。

（財）みやぎ産業振興機構 

産業振興部設備助成課 

TEL:022-225-6636 

投資 

（少人数私募債制度・ 

ベンチャー投資） 

・少人数私募債制度～宮城県内に工場又は事業所を有し、

経営状態が堅実で発展が期待される企業を対象とし、私募

債の引き受けにより設備投資又は運転資金の長期資金調達

を支援。

・ベンチャー投資～新規性、革新性に富んだアイデアや優れた

技術等を有し、先導的、先進的な取組を行い、地域経済の活

性化に貢献が見込まれる中小企業への資金調達を支援する。

新分野進出資金 新分野進出で経営の再構築や活性化を図ろうとする中小企業

に事業資金を融資。県内で 1 年以上同一事業を営み、雇用調

整なしで異なる業種に進出しようとする中小企業で、知事から融

資対象との認定を受けたもの。 

融資限度額 8,000 万円（運転資金は 3,000 万円） 

宮城県経済商工観光部商工経営支援課 

TEL:022-211-2744 

●秋田県

小規模企業者等設備 

導入資金 

小規模企業の創業と経営基盤の強化に資する設備の導入につ

いて、その経費の一部を無利子で融資。 

（財）あきた企業活性化センター 

TEL:018-860-5610 

新事業展開資金 

（事業革新資金） 

（創業支援資金） 

（事業承継資金） 

新たな事業展開、新規の開業､独立､分社化、営業の譲渡による

事業承継に取り組む企業に対する融資。 

中小企業振興資金 

（一般資金） 

中小企業の健全な発展と経営の安定を図るため、事業資金を

融資。 

経営安定資金 一時的に業況が悪化している方や倒産企業の影響を受けてい

る方の経営の安定と事業の活性化を図るために、必要な資金を

融資。 

再建企業特別融資資金 法的手続きによる再建をめざす方や廃業・倒産を経験した方

が、事業の再建や再チャレンジを図るための事業資金を融資。

秋田県機械類貸与制度 県内企業の方々が希望する機械設備を商社、メーカーから

（財）あきた企業活性化センターが購入し、それを長期かつ低利

で割賦販売又はリースする制度。 

●山形県

やまがた地域産業応援基金 山形県の強みであるあるものづくり基盤技術を活かした技術開

発・製品化、また、山形ならではの地域資源等を活用した新商

品・新サービスの開発に取り組む中小企業等を支援。 

山形県商工観光部 

産業政策課経営支援担当 

TEL:023-630-2290 
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２ 融資・税制等 

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 

（地域活力強化資金） 

（1）新分野進出を行う方 

（2）チャレンジ山形ファンドの出資を受けた方、中小企業新事業

活動促進法に基づく｢経営革新｣の承認又は｢新連携｣の認

定、中小企業地域資源活用促進法に基づく｢地域資源活用

事業｣の認定、やまがた農商工連携ファンドからの助成を受け

て事業を行う方、「中心市街地活性化基本計画」又は「商店

街活性化事業計画」に掲げる事業を行う方 

（3）試験研究や新商品の開発を行う方 

（4）事業の継続が困難な事業者から、事業用資産を取得し当該

事業を承継しようとする方 

（5）【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 

商工業振興資金融資事業 

（産業活性化支援資金） 

・新商品、新サービスを提供するための設備投資を行う方 

・技術力・生産性の向上を図る、集客力を高めるための設備投

資を行う方 

・山形セレクションの生産・販売、有機 EL 製品の生産設備を導

入、男女いきいき・子育て応援宣言企業の登録を受けた取組 

みを実施する方、加齢や障がいに伴う困難等を補うための設

備を導入する方、福祉のまちづくり条例に定める整備基準を満

たすように事業用建築物を改修する方、建築士の耐震診断を

受けて耐震改修を行う方、やまがた子育て応援パスポート事業

の協賛企業として登録を受けた取組みを実施する方 

・自動車部品又は航空機部品の生産設備を導入する方 

・【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 

商工業振興資金融資事業 

（開業支援資金） 

（1）県内で新たに中小企業者として開業する方 

（ 2）廃業経験のある方で、廃業後 5 年以内に再起業に取り組む方

商工業振興資金融資事業 

（産業立地促進資金） 

本県産業の高度化に資することが期待できる方であって、以下

のいずれかにあてはまる方。

（1）県内の工業団地等に立地しようとする方 

（2）県内に大規模な立地を行おうとする方、又は県外企業（製造

業に限る）で県内に新たに立地しようとする方

（3）県内工業団地等に立地している方若しくは大規模に立地し

た方であって増設・増築を行う方 

商工業振興資金融資事業 

（小規模企業資金） 

従業員 20 名以下（商業・サービス業は 5 名以下）の小規模企業者。

（1）県特…原則として無担保 

（2）特別小口…無担保・無保証人 

（3）小口零細…保証付き融資残高が 1,250 万円以下の方 

（原則として無担保） 
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公的⽀援制度⼀覧● ２ 融資・税制等 

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 

（経営安定資金） 

（1）最近 3 か月の売上高又は売上総利益が過去 3 年以内のい

ずれかの年の同期に比べ 5%以上減少し、経営に支障をきた

している方 

（2）取引先、他社の倒産等により、経営に支障をきたしている方

（3）｢不況業種｣を営んでおり、最近 3 か月の売上高経営安定資

金が前年同期に比べ減少し経営に支障をきたしている方 

【緊急対策】（H23.3.31 までの取扱予定） 

（5）①｢不況業種｣に該当し、市町村長から中小企業信用保険

法第 2 条第  4 項第 5 号の認定を受けた方

（5）②｢不況業種｣に該当しないが、中小企業信用保険法第 2

条第 4 項第 5 号に定める「取引の数量の減少等」 ※に該当

する方

（6）最近 3 か月の売上高等・売上総利益率・営業利益率のいず

れかの平均が前年同期に比べ 10%以上減少しており、経営に

支障をきたしている方 

山形県商工観光部産業政策課 

金融担当 

TEL:023-630-2135 

商工業振興資金融資事業 

（中小企業再生支援資金） 

（1）中小企業再生支援協議会の支援を受けながら経営再建に

取り組む方 

（2）金融機関の支援を受けながら経営再建に取り組む方 

（3）法的整理申立から再生計画認可後 3 年を経過するまでの方

であって、経営再建に取り組む方 

（4）私的整理手続き中であって、経営再建に取り組む方 

●福島県 

長期安定保証 県内に事業所を有する又は県外企業で県内に新たに事業所を

設ける中小企業者で、本資金により経営基盤の安定と発展が期

待される方。 

※中小企業信用保険法第 2 条第 4 項の規定に基づく認定を受

けた方はセーフティネット保証が利用できる。 

福島県商工労働部金融課 

TEL:024-521-7291 

短期保証 県内に事業所を有する又は県外企業で県内に新たに事業所を

設ける中小企業者。 

※中小企業信用保険法第 2 条第 4 項の規定に基づく認定を受

けた方はセーフティネット保証が利用できる。 

※※また、流動資産担保融資保証が利用できる。 

経営環境改善保証 県内に事業所を有する中小企業者で、既存借入金の一本化等

による資金繰りの緩和並びに新たな運転資金の確保を図ること

によって、財務体質の改善が期待される方。 

※中小企業信用保険法第 2 条第 4 項の規定に基づく認定を受

けた方はセーフティネット保証が利用できる。 

※一本化等ができる既存借入金は、原則として保証付き借入金

（中小企業金融安定化特別保証、特別追認を除く）となる。 

小口零細企業資金 常時使用する従業員が 20 人以下（商業、サービス業 5 人以下）

の事業者に融資する制度。融資限度額は 1,250 万円。年利固

定は 2.3%以内。運転資金は 7 年以内（うち据置 1 年以内）、設備

資金は 10 年以内（うち据置 1 年以内）が融資期間。 

信用組合資金 中小企業者で、信用組合の組合員。 

企業回復応援資金 業種転換や新分野進出に取り組む方、業況回復を目指す方、

再生支援協議会の支援により経営改善に取り組む方に対し、運

転・設備資金 2,000 万円以内、期間 5 年以内、年利固定 3.0%以

内で融資する制度。 
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２ 融資・税制等 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

関連倒産防止資金 【一般枠】 

県内に事業所を有する中小企業者で、倒産企業に対し売掛債

権等を有し、本資金の導入により関連倒産の防止を図ることが

できる方。 

【取引円滑化枠】 

県内に事業所を有する中小企業者で、次のいずれかに該当す

る方であって、本資金の導入により関連倒産の防止を図ることが

できる方。 

（1）倒産企業に対し売掛金債権等を有する方 

（2）倒産企業に対し売掛金債権等を有する方との取引額が全

取引額の 10%以上あり、かつ当該企業に対し売掛金債権等を

有する方 

（3）取引金融機関の破綻等により、一時的に資金繰りに困難を

きたしている方 

福島県商工労働部金融課 

TEL:024-521-7291 

緊急経済対策資金 

（経営安定特別資金） 

県内に事業所を有する中小企業の方で、国の指定する不況業

種に該当し、売上げや利益率等が 3%以上減少するなどの要件

を満たし、市町村の認定を受けた方を対象に、運転・設備資金

5,000 万円以内、期間 10 年以内（うち据置 2 年以内）、年利固定

2.0%以内で融資する制度。低利、低保証料（年 0.7%）、100%保証

の制度で、負担が少なく借りやすい制度となっている。 

成長産業育成資金 県内に事業所を有する又は県外企業で県内に新たに事業所を

設ける中小企業者で、次のいずれかに該当する方 

（1）環境・新エネ、輸送用機械・半導体、医療・福祉機器関連産

業に係る事業を行う方 

（2）農商工連携等の事業を行う方 

（3）観光関連産業に係る事業を行う方 

（4）経営革新の承認、次世代育成支援企業認証等を受けた方

環境創造資金融資制度 環境保全に取り組む中小企業等を支援するため、工場又は事

業場の環境保全施設の設置、改善又は移転に必要な資金を県

のあっせんにより取扱金融機関を通じて融資を行う。 

（1）個別環境保全資金 

（2）共同環境保全資金 

（3）工場等移転資金 

（4）産業廃棄物処理資金 

福島県生活環境部環境共生課 

TEL:024-521-7248 

保証協会の制度 郡山地域テクノポリス圏域内企業の高度技術開発及び高度技

術を利用した製品開発における借入債務の保証。 

（財）郡山地域テクノポリス推進機構 

TEL:024-947-4400 

（財）郡山地域テクノポリス

推進機構の支援 

研究開発型企業への債務保証、各種研修・指導事業等の支援。
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公的⽀援制度⼀覧● ２ 融資・税制等 

■税 制

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

中小企業等基盤強化税制 流通・サービス業や特定の中小企業が機会・装置等を取得し

た場合や中小企業者が従業員の教育訓練を行った場合の税

額控除。

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

中小企業庁商業課 TEL:03-3501-1929 

新事業促進課 TEL:03-3501-1767 

経営支援課   TEL:03-3501-1763 

中小企業投資促進税制 機械・装置その他の対象設備・資産を導入した場合の税額控除

又は特別償却。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

中小企業庁財務課 

TEL:03-3501-5803 

人材投資促進税制 従業員の訓練を実施した場合、教育訓練費の一定の割合を法

人税・所得税から税額控除。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

中小企業庁経営支援課 

TEL:03-3501-1763 

事業承継税制 「中小企業における経営承継の円滑化に関する法律」による認

定を受けた非上場中小企業の株式等に係る課税価格の8 0%の

相続税を納税猶予。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

中小企業庁財務課 

TEL:03-3501-5803 

その他の税制措置 少額減価償却資産の取得価額の損金算入、欠損金の繰越控

除制度・繰戻還付、公害防止用設備の特別償却。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口
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３ 新技術・研究開発 

■情報提供・交流

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

新技術情報提供システム 

（NETIS）

建設事業者が開発した適切な新技術、新工法に関する情報提

供や公共事業への活用を進めることで、新技術・新工法を開発

した事業者を支援。 

（URL）http:/ /www.netis.mlit.go.jp/ 

国土交通省大臣官房技術調査課 

TEL:03-5253-8111（代） 

東北地方整備局 

TEL:022-225-2171（代） 

テクノナレッジ・ネットワーク 研究開発促進のため、便利な技術情報をインターネットを通じて

提供。 

（URL）http://w ww.techno-qanda.net/

（独）産業技術総合研究所 

TEL:029-862-6145 

公設試験研究機関による 

支援 

技術無料相談、依頼試験・分析、受託・共同研究、技術情報の

提供など。 

公設試験研究機関 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

青森県産業技術センター

との共同研究

県内企業・生産事業者の新製品開発や新事業への展開を促進

するため、青森県産業技術センターと相互に研究課題を分担し

て実施する共同研究。 

（地独）青森県産業技術センター 

TEL:0172-52-4319 

●岩手県

共同研究 工業技術センターの設備等を利用し、研究員と一緒に共同

研究。

岩手県工業技術センター企画情報部 

TEL:019-635-1115 

岩手県新技術等活用促進

事業 

県内建設業者が独自に開発した新技術・新工法や新製品のう

ち、公共事業への活用が可能なものを公募し、審査のうえ、登

録。広く情報提供するとともに、活用工事における評価結果を

公表し、今後の公共・民間事業における新技術等の活用機会

を拡大。

岩手県県土整備部建設技術振興課 

TEL:019-629-5951 

●宮城県

技術相談、技術改善支援 

事業、施設開放事業等 

工業技術全般にわたる相談に対応。 宮城県産業技術総合センター 

TEL:022-377-8700 

社団法人みやぎ工業会 情報提供、相談コーナー等。 （社）みやぎ工業会 

TEL:022-777-9891 

モノづくり技術の総合支援 技術課題解決や研究開発の支援。 宮城県産業技術総合センター

企画・事業推進部モノづくり設計支援室 

TEL:022-377-8700 

食品加工に関する 

技術情報の提供 

食品に関する技術相談や技術支援。 宮城県産業技術総合センター

食品バイオ技術部食品機能班 

TEL:022-377-8700 

●山形県 

企業と工業技術センターの

共同研究 

企業と工業技術センター共同の研究開発。 山形県工業技術センター 

TEL:023-644-3222 

山形県ものづくり企業技術

開発支援共同研究 

企業が単独で実施できない新技術開発、新製品開発につい

て、企業と県とが人材・技術・経費等の面で協力し、連携して課

題の解決に当たるための制度。 
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公的⽀援制度⼀覧● ３ 新技術・研究開発 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

山形県高度技術 

研究開発センター 

産学官の共同研究開発の人的、技術交流、高度化等。 山形県高度技術研究開発センター 

TEL:023-647-3111 

山形県産業創造支援センター

（研究開発支援機能）

研究開発スペースの提供、共同研究開発支援、機器の提供等。 山形県産業創造支援センター 

TEL:023-647-8111 

●福島県

（財）福島県産業振興 

センター技術支援部の支援 

IT関連、電子計測評価関連、ISO内部監査員養成セミナーなど

の各種セミナーの開催、医療福祉機器開発における製品化実

現支援・販路の開拓、また知的財産を有効活用するための総合

的な支援、その他技術情報提供等の活動を実施。 

（財）福島県産業振興センター技術支援部 

TEL:024-959-1929 

福島県ハイテクプラザによる

技術相談 

福島県内企業の独自技術や新製品の開発、技術の高度化・研

究開発の向上等を支援するため、無料で技術相談を実施。県

内企業様が緊急に解決するべき課題をお手伝いし、その成果

の技術移転を図る各種事業もある。 

福島県ハイテクプラザ（郡山） 

TEL:024-959-1741 

福島技術支援センター 

TEL:024-593-1122 

会津若松技術支援センター 

TEL:0242-39-2100 

いわき技術支援センター 

TEL:0246-44-1475 

■助 成

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

地域イノベーション創出研究

開発事業 

（一般型・地域資源活用型） 

地域において新産業・新事業を創出し、地域経済の活性化を図

るため、産学官の研究開発資源の最適な組み合わせからなる

研究体を組織し、最先端の技術シーズをもとに新製品開発を目

指す実用化技術の研究開発を委託事業により実施する。 

東北経済産業局地域経済部 

産業技術課 

TEL:022-263-1111（5641～5643） 

戦略的基盤技術 

高度化支援事業 

我が国製造業の国際競争力に強化と新たな事業の創出を目指

し、中小企業のものづくり基盤技術（鍛造、鋳造、切削、めっき

等）に資する革新的かつハイリスクな研究開発等を支援。 

イノベーション推進事業 

（産業技術実用化開発助成 

事業、次世代戦略技術実

用化開発助成事業） 

新規産業創造、新たな価値創造に資する実用化開発を行う企

業の技術開発を支援。 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構

研究開発推進部 

イノベーション実用化推進グループ 

TEL:044-520-5173 

研究開発促進税制 試験研究を実施した場合の中企業基盤強化税制、研究開発税

制、特別試験研究税制による税額控除。 

国税庁、国税局（事務所）または税務署の

税務相談窓口 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

研究開発助成事業 高度技術研究開発事業に要する経費の助成。 （財）八戸地域高度技術振興センター 

TEL:0178-21-2131 

あおもり元気企業チャレンジ

基金 

（財）21あおもり産業総合支援センターが平成19年に組成した基

金の運用益をもって、地域資源を活用した創業や経営革新等

の新たな取組を行う県内中小企業等に助成。 

（1）基金総額:50億円（運用期間 10年間） 

（2）助成金額:500万円以内（助成率:1/2以内、雇用創出が 

伴う場合は2/3以内） 

（財）21あおもり産業総合支援センター 

TEL:017-777-4066 

あおもり農商工連携ファンド （地独）青森県産業技術センターが平成21年に組成した基金の

運用益をもって、中小企業者と農林漁業者とが互いの有するノ

ウハウ・技術等を活用し、新商品開発等を行うのに対する助成。

（1）基金総額:28億円（運用期間 10年間） 

（2）助成金額:500万円以内 

（助成率:1/2以内、雇用創出が伴う場合は2/3以内） 

（地独）青森県産業技術センター 

TEL:0172-52-4319 
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３ 新技術・研究開発 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●岩手県

いわて建設業経営革新特別

資金 

新分野進出や新技術・新工法の開発などに取り組む建設企業

に必要な資金を融資。完成工事高に占める公共工事の割合が

一定割合以上の企業を対象とし、原則、無担保、第三者保証人

不要。 

融資限度額: 

（設備資金）5,000万円以内、（運転資金）3,000万円以内 

岩手県建設業総合支援本部 

（県庁建設技術振興課） 

TEL:019-629-5954 

建設業新分野進出等支援

対策事業 

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） 

●宮城県

技術開発支援制度 大学・民間等の建設事業に関する技術開発への支援を行う。 （社）東北建設協会 

TEL:022-268-4454 

●秋田県

新分野進出等企業支援事業 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:018-860-5701 

●福島県

研究開発助成制度 郡山地域テクノポリス圏内企業や共同研究開発グループによる

新技術・新製品の研究開発にかかる経費への助成。 

（財）郡山地域テクノポリス推進機構 

TEL:024-947-4400 

ふくしま産業応援ファンド 福島県の強みである「東北随一の製造業集積」や「特色ある多種

多様な地域資源」を活用しながら、新たな技術の開発や事業可

能性調査、販路開拓を行う中小企業者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 

ふくしま農商工連携ファンド 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。 
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公的⽀援制度⼀覧● ４ 雇用・人材育成 

■人材確保

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

特定求職者雇用開発助成金 障害者、高年齢者（60～64歳）等をハローワーク等の紹介により

継続して雇用する労働者として雇い入れた場合、賃金相当額の

一部を助成。 

厚生労働省各県の労働局又は最寄りの 

公共職業安定所 

青森労働局職業安定部職業対策課 

TEL:017-721-2003 

岩手労働局職業安定部職業対策課 

TEL:019-604-3005 

宮城労働局職業安定部職業対策課 

TEL:022-299-8062 

秋田労働局職業安定部職業対策課 

TEL:018-883-0010 

山形労働局職業安定部職業対策課 

TEL:023-626-6101 

福島労働局職業安定部職業対策課 

TEL:024-528-0258 

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。 

労働移動支援助成金 一定の要件を満たす事業主が、離職を余儀なくされる労働者の

ために、再就職に必要な支援を行った場合に助成金を支給。 

雇用調整助成金・中小企業

緊急雇用安定助成金 

景気の変動等により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

が、休業、教育訓練、出向を行って労働者の雇用を維持した場

合、かかった費用の一部を助成。 

地域雇用開発助成金 雇用機会が特に不足している地域において、求職者を雇い入

れることに伴い、事業所を設置・整備あるいは創業した事業主又

は中核人材労働者（熟練技能者等）を雇い入れた事業主に対

する助成。 

通年雇用奨励金 

（冬期雇用の場合） 

北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、

指定する業種（林業、建設業等）に属する事業を行う事業主で

あって、季節的業務に従事する労働者を通年雇用した事業主

に対して助成。 

試行雇用奨励金 中高年齢者や若年者等を試行的に短期間（原則3か月）雇入れ

た事業主に対して、奨励金を支給。 

若年者等正規雇用化 

特別奨励金 

年長フリーター及び3 0代後半の不安定就労者又は採用内定を

取り消されて就職先が未決定の学生等を正規雇用する事業主

に対する助成。 

建設労働者緊急雇用確保

助成金 

建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外

の新分野の事業を開始し、当該事業に従事するために必要な

教育訓練を行った場合や、建設業に従事していた労働者を、継

続して雇用する労働者として雇い入れた他産業の事業主に対

する助成。（平成22年度限り） 

建設業務有料職業紹介 

事業 

建設業に係る事業主団体が、その構成員を求人者とし、又はそ

の構成員に雇用されている労働者を求職者とし、有料で職業紹

介を行う事業。 

建設業務労働者就業機会

確保事業 

建設業に係る事業主団体の構成事業主が雇用する労働者を、

雇用関係を継続させたまま、他の構成事業主の指揮命令を受

けて、他の事業主の建設業務に従事させる事業。 

中小企業基盤人材確保 

助成金 

新分野進出等（創業・異業種進出）に伴って経営基盤となる労

働者を雇い入れる中小企業事業主に、雇い入れた労働者の賃

金の一部を助成。 

（独）雇用・能力開発機構の各県センター 

TEL:0570-001154 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●宮城県

建設業務労働者就業機会

確保事業 

（財）みやぎ建設総合センターの賛助会員相互間において、労

働者の送出、受入の斡旋を調整するもの。 

（財）みやぎ建設総合センター 

TEL:022-266-3355 
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４ 雇用・人材育成 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●山形県

やまがた 21 人財バンク 山形県に U ターン I ターンして転職、就職したい方や山形県内

在住の企業を退職された方と山形県内の求人企業とのマッチン

グを支援。 

（財）山形県企業振興公社 

TEL:023-647-0664 

●福島県

技術研修事業 IT、電子、環境、ISO、機械加工などの高度技術習得を目的とし

た研修実施。 

（財）福島県産業振興センター技術支援部 

TEL:024-959-1929 

■人材育成・離職者支援

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

人材投資促進税制 従業員の教育訓練に積極的な企業について、教育訓練費の一

定割合の額が減税。 

教育訓練費の増減に関わらず、その事業年度の（単年度）の労

務費に占める教育訓練費の割合が一定水準以上の場合には、

当該教育訓練費の総額の 8%～12%に相当する額を税額控除。

中小企業庁 経営支援部 経営支援課 

TEL:03-3501-1763 

詳しくは以下 HP を参照下さい。 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/ze 

isei/

中小企業大学校 中小企業の人づくりのために国が設置した研修施設で、中小企

業の経営者、後継者、管理者等に対する、経営戦略、マーケテ

ィング戦略、リーダーシップなど各種の研修を実施。 

（独）中小企業基盤整備機構 

中小企業大学校 仙台校 

TEL:022-392-8811 

建設教育訓練助成金 建設労働者の技能の向上のため、能力開発を行なう場合の経

費及び賃金の一部を助成。 

（独）雇用・能力開発機構の各県センター

（巻末参照） 

建設事業主雇用改善 

推進助成金 

建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、計画に従って

取組を実施した場合、経費及び賃金の一部を助成。 

建設業人材育成支援 

助成金 

建設業の事業主団体が将来の建設業を支える人材を育成・確

保していくための事業計画を作成し、計画に従って取組を実施

した場合、その事業費の一部を助成。 

中小企業雇用創出等 

能力開発助成金 

高付加価値化や新分野進出のため、従業員に教育訓練を行う

場合、運営費及び賃金、また職業能力開発休暇を与える場合

の賃金及び負担した援助費等に助成。 

キャリア形成促進助成金 労働者の職業能力開発を目的として職業訓練や職業能力評価

などを行う事業主に助成。 

キャリア形成支援コーナーの

運営 

労働者のキャリア形成についての相談及び労働者に対して、キ

ャリアコンサルティングを行う事業主に対する相談を実施。 

介護労働講習 介護労働者又は介護労働者を目指す者に対する講習会を実施。 （財）介護労働安定センターの各県支部 

（巻末参照） 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

（財）八戸地域高度技術振

興センターが行う人材育成 

事業 

技術研修会・講演会、パソコン教室の開催等、青森県県南・下

北地域産業活性化人材養成等事業等。 

（財）八戸地域高度技術振興センター 

TEL:0178-21-2131 

●岩手県

いわてものづくりアカデミー 中小企業の人材育成を支援。 （財）いわて産業振興センター 

TEL:019-631-3824 

●宮城県

起業家育成講座 ビジネスプロデューサーを講師陣に迎え、ゼミ形式のビジネスス

クールを開講。マーケティングから資金計画、経営戦略プラン、

会社設立手続き等の企業に必要な実践的なノウハウについて

学ぶ。 

（財）みやぎ産業振興機構 

TEL:022-225-6697 
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公的⽀援制度⼀覧● ４ 雇用・人材育成 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●秋田県

産業技術総合研究センターの

研修制度 

技術者養成のための産業技術総合研究センターの施設等を利

用した研修。 

秋田県産業技術総合研究センター 

TEL:018-862-4343 

建設業新展開活動支援事業 

（技術力研修支援事業） 

今後の県有施設の長寿命化に向けた構造物の点検・診断業

務、補修・補強工事等をはじめ、新たな施工技術の習得を図る

ため、県内若手技術者を対象とした技術研修会を実施。 

秋田県建設交通部建設管理課 

技術管理室調整・建設マネジメント班 

TEL:018-860-2418 

●山形県

高度技術者研修事業 研究開発リーダーや専門技術者の養成研修。 （財）山形県産業技術振興機構研修課 

TEL:023-647-3154 

公開講座・向上訓練 技術革新や高度化に対応できる技術の習得等の研修。 山形県生活環境部 

危機管理・くらし安心局雇用対策課 

TEL:023-630-2388 
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５ 経営基盤の強化 

■連携・共同化・債務保証等

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

新事業活動促進支援補助金 

（農商工等連携対策支援事業）

中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経

営資源を有効に活用して行う新商品・新役務の開発・生産・提

供等を行う事業に係る経費について補助。 

本補助金の活用には、事業計画の認定が必要。 

東北経済産業局中小企業課 

新事業促進室 

TEL:022-221-4923（直） 

新事業活動促進支援補助金 

（新連携支援事業） 

異なる事業分野の中小企業者が有機的に連携し、それぞれの

経営資源を有効に活用して行う新商品・新役務の開発・生産・

提供等を行う事業に係る経費について補助。 

本補助金の活用には、事業計画の認定が必要。 

高度化融資 中小企業者が事業の集団化や共同化を行う際に、事業計画に

対する診断助言と必要な土地、建物、設備等の資金の一部に

対する長期・低利融資で支援。 

各県の中小企業担当課（巻末参照） 

（独）中小企業基盤整備機構 

地域振興企画課 

TEL:03-5470-1528 

建設業安定化債務保証 

（企業連携推進のための 

債務保証） 

合併・協業化等の企業連携の推進に必要な運転資金または、

設備資金を事業協同組合等が構成員に転貸融資する場合に

行う債務保証。保証料率・保証限度額の面で優遇される。 

（財）建設業振興基金業務第一部 

TEL:03-5473-4575 

下請セーフティネット債務保証

（地域建設業経営強化融資 

制度）

公共工事請負代金債権を担保に、事業協同組合等が行う転貸

融資と建設業振興基金の債務保証を組み合わせることにより、

低利で簡易・迅速に融資を受けられる。また、「地域建設業経営

強化融資制度」では工事の出来高を超えた未完成部分を含め

た融資が可能である。

国土交通省総合政策局建設市場整備課

TEL:03-5253-8111（代） 

東北地方整備局計画・建設産業課 

TEL:022-225-2171 

（財）建設業振興基金 業務第一部 

TEL:03-5473-4575 下請債権保全支援事業 下請建設企業又は資材業者が元請建設企業に対して有する請

負工事又は資材代金の債権（手形を含む。）の支払を、事業者

（ファクタリング会社）が保証し、下請債権等を保全。 

○下請建設企業等が負担する保証料に対し助成 

（保証料の2/3（年率4%上限）） 

○事業者（ファクタリング会社）の保証履行による支払額に対し

損失補償（支払額の95%） 

※事業を利用する下請建設企業等は、受益者負担として 

年率1%の利用料を支払 

中小企業組合制度について 法律に基づく組合を設立することにより、個々の企業では成し得

ない結束による力（信用力・技術力・取引力・生産性の向上等の

規模の利益）が期待されるほか、税制、金融上、運営面等にお

いて特典もある。 

各県の中小企業団体中央会（巻末参照）

全国中小企業団体中央会 

TEL:03-3523-4901（代） 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●岩手県

企業共同研究モデル事業 複数の県内建設業者が共同で実施する新分野・新事業への取

組みに対し補助。調査・会議・視察・専門家への相談等の費用

の3分の2までを、最大60万円まで支援。 

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 
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公的⽀援制度⼀覧● ５ 経営基盤の強化 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●宮城県

地域イノベーション創出型 

研究開発支援事業 

経済及び産業の発展に資するイノベーションの創出を図るため

事業者等が大学等と連携して行う研究開発及びその事業化に

係る事業に要する経費について補助。 

宮城県経済商工観光部新産業振興課 

新産業支援班 

TEL:022-211-2722 

■販路拡大・交流会

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

ベンチャーフェア ベンチャー企業が開発した良質な製品や提供するサービスを紹

介し、販路や事業提携先の開拓を行うための場。 

（独）中小企業基盤整備機構 

新事業支援部マッチング・交流推進課 

TEL:03-5470-1525中小企業総合展 中小企業者等が自ら開発した新商品・新技術等の経営革新へ

の取組みを、出展による展示・プレゼンテーションにより紹介。ま

た、来場者との商談コーナー等も設置。 

新事業活動促進支援補助金 

（地域資源活用新事業展開 

支援事業） 

地域の優れた資源を活用した新商品・新サービスの開発や販路

開拓に取り組む中小企業者に対し、市場調査、研究開発に係る

調査分析、新商品・新役務の開発、展示会等の開催又は展示

会等への出展、知的財産に係る調査等の事業に係る経費につ

いて補助。 

本補助金の活用には、事業計画の認定が必要。 

東北経済産業局中小企業課 

新事業促進室 

TEL:022-221-4923（直通） 

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●青森県

青函インターブロック交流圏

構想推進協議会 

両地域の技術や情報の提供・交換のため、異業種グループ交

流会を開催。 

青森・函館ツインシティ推進協議会事務局 

TEL:017-734-1111 

取引推進・市場開拓支援 受発注のあっせん、受発注情報の提供、取引商談会の開催、

首都圏での市場開拓支援等を実施。 

（財）21 あおもり産業総合支援センター 

TEL:017-777-4066 

●宮城県

宮城県新商品特定随意 

契約制度 

県における購入の機会・可能性を増やすことにより、「新商品」の

販売実績づくりと売上増を直接的に支援するとともに、社会的な

認知度の向上を図ることを目的としている。本制度によって、「新

商品」の生産活動が成長軌道に乗り、様々な波及効果を生み出

しながら、さらなる「新商品」の開発や新事業分野開拓への意欲

が向上することで、本県産業の活性化につながることが期待さ

れる。

宮城県経済商工観光部 

新産業振興課中小企業支援班 

TEL:022-211-2723 

みやぎビジネスマーケット 

事業 

新たなサービス、製品、技術を基にした事業展開を行うベンチャ

ー企業や新分野進出企業の方々に、多様なビジネスパートナ

ー（ベンチャーキャピタル、投資組合、金融機関、商社、メーカ

ー、企業、個人等）との出会いの場を提供し、販路拡大や資金

調達など新たなビジネスチャンスの獲得をサポートするための公

設市場（マーケット）を開いたもの。 

（財）みやぎ産業振興機構 

TEL:022-225-6636 

●山形県

プラットフォームやまがた 商工団体、新事業支援機関、大学等などのネットワーク化、及

び支援施策の連携により、中小企業に対し研究開発から事業化

まで総合的に支援。 

（財）山形県企業振興公社 

新事業支援課・経営支援課 

TEL:023-647-0664 

●福島県

市場開拓支援制度 新技術・新製品の新規市場開拓や販路拡大のための産業見本

市等への出展やテストマーケッティングの支援。 

（財）郡山地域テクノポリス

推進機構 

TEL:024-947-4400 
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５ 経営基盤の強化 

■ＩＴ支援

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

東北IT経営応援隊 経営改革や ITの活用に携わる多数の関係者が協力し、中小企

業の IT利活用による経営改革を応援する事業。セミナーや勉強

会を通じてIT化を後押しするとともに、専門家が経営者にアドバ

イスする相談会なども実施。 

東北IT経営応援隊事務局 

（（株）仙台ソフトウエアセンター） 

TEL:022-298-3700 

http://www.t-ouentai.biz/ 

ITセミナー IT革命が経済・社会、中小企業を取り巻く環境にどのような影響

を及ぼすか等に関する啓発・普及のためのセミナーを開催。 

各県の中小企業支援センター（巻末参照）

政府系金融機関の情報化 

投資融資制度 

（IT活用促進資金）

IT関連機器、ソフトウエアの取得必要資金、デジタルコンテンツ関

連技術の活用に係る資金、運転資金等に対する融資を行なう。ま

た、その際には各県の中小企業支援センターが派遣する ITコーデ

ィネータ等の専門家の診断・助言を受けることが可能。

（株）日本政策金融公庫の各支店 

（株）商工組合中央金庫の各支店 

各県の中小企業支援センター（巻末参照）

（各県）

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●山形県

やまがた企業情報発信事業

（地域プラットフォーム支援

事業） 

企業間取引の拡大等を図るため、支援施策をインターネットで

提供。 

（財）山形県企業振興公社 

TEL:023-647-0664 

●福島県

IT 交流プラザ IT 交流プラザ（各種セミナー、講演会）を実施するとともに、会員

同士が交流し、お互いに情報を交換、連携できるような場を提

供する。 

郡山地域ニューメディアコミュニティ

事業推進協議会 

TEL:024-947-4400 

■その他（各県） 

制度名 制度の概要 問い合わせ先 

●宮城県

新分野進出に係る建設工事

入札参加登録資格の再評価 

建設事業者の他業種への転換を促進するため、総合評点及び

等級の再評価を行うもの。一定の条件の下、新分野認定事業者

に限り、総合評点に加算措置を行い、等級等を優遇するもの。

宮城県出納局契約課管理班 

TEL:022-211-3335 

企業再編に係る建設工事 

入札参加登録資格の再評価 

入札参加登録事業者が経営基盤の拡充、得意分野の強化等を

目的として企業再編した場合、当該者の経営の安定・強化の促

進を後押しするため、一定の条件の下、総合評点及び等級格

付けの再評価を行うもの。 

●秋田県

建設業者の合併等に伴う 

入札参加資格審査及び 

入札参加機会の確保に関す

る特例要領 

建設業者が合併・営業譲渡した場合、県発注建設工事の入札

参加資格の調整・入札参加機会の確保措置。 

秋田県建設交通部建設管理課 

TEL:018-860-2425 

●山形県 

山形県産業創造支援センター

（新規創業支援機能）

インキュベートルームの提供。 山形県産業創造支援センター 

TEL:023-647-8111 
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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 

26



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

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 
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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 

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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ワンストップサービスセンター　建設業総合相談受付窓口

経営に関することなら、何でもお気軽にご相談下さい。
次の電話・ホームページからお申し込みできます。

ホームページ

http：//www.yoi-kensetsu.com/one-stop/top/

電話

（財）建設業振興基金　構造改善センター 03-5473-4572

●国土交通省
国土交通省 東北地方整備局 計画・建設産業課 022-225-2171

●全建及び各都道府県建設業協会
（社）全国建設業協会 03-3551-9396
（社）青森県建設業協会 017-722-7611
（社）岩手県建設業協会 019-653-6111
（社）宮城県建設業協会 022-262-2211
（社）秋田県建設業協会 018-823-5495
（社）山形県建設業協会 023-641-0328
（社）福島県建設業協会 024-521-0244

●建専連及び各専門工事業団体
（社）建設産業専門団体連合会 03-5425-6805
（社）カーテンウォール・防火開口部協会 03-3500-3891
消防施設工事協会 03-3288-0352
全国圧接業協同組合連合会 03-5821-3966
全国管工事業協同組合連合会 03-3949-7312
全国基礎工業協同組合連合会 03-3612-6611
（社）全国クレーン建設業協会 03-3281-5003
（社）全国建設室内工事業協会 03-3666-4482
（社）全国コンクリート圧送事業団体連合会 03-3254-0731
全国コンクリートカッター工事業協同組合 03-3454-6990
（社）全国タイル業協会 052-935-7941
（社）全国鉄筋工事業協会 03-3281-2184
（社）全国道路標識・標示業協会 03-3262-0836
（社）全国防水工事業協会 03-5298-3793
全国マスチック事業協同組合連合会 03-3496-3861
（社）全日本瓦工事業連盟 03-3265-2887
（社）日本アンカー協会 03-5214-1168
日本外壁仕上業協同組合連合会 03-3379-4338
（社）日本機械土工協会 03-3845-2727
（社）日本基礎建設協会 03-3551-7018
日本建設インテリア事業協同組合連合会 03-3239-6551
（社）日本建設 体工事業団体連合会 03-3972-7221
（社）日本建設大工工事業協会 03-3591-1098
（社）日本建築板金協会 03-3453-7698
（社）日本左官業組合連合会 03-3269-0560
（社）日本シヤッター・ドア協会 03-3288-1281
（社）日本造園組合連合会 03-3293-7577
（社）日本造園建設業協会 03-5684-0011
（社）日本タイル煉瓦工事工業会 03-3260-9023
（社）日本塗装工業会 03-3770-9901
（社）日本鳶工業連合会 03-3434-8805
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公的支援制度一覧●（連絡先・問い合わせ先）

各分野の関連機関

各県の関連部署

●県建設業担当課（窓口）

青森県県土整備部監理課 TEL:017-722-1111（代）

岩手県県土整備部建設技術振興課

TEL:019-651-3111（代）

宮城県土木部事業管理課 TEL:022-211-2111（代）

秋田県建設交通部建設管理課 TEL:018-860-1111（代）

山形県県土整備部建設企画課 TEL:023-630-2211（代）

福島県土木部建設産業室 TEL:024-521-1111（代）

●県中小企業担当課（窓口）

青森県商工労働部商工政策課 TEL:017-734-9368（直）

岩手県商工労働観光部経営支援課

TEL:019-629-5546（直）

宮城県経済商工観光部富県宮城推進室

TEL:022-211-2791（直）

秋田県産業労働部産業政策課

TEL:018-860-2211（直）

山形県商工観光部産業政策課

TEL:023-630-2353（直）

福島県商工労働部商工総務課 TEL:024-521-7270（直）

中小企業経営

●産業支援財団

（財）21あおもり産業総合支援センター

TEL:017-777-4066

（財）いわて産業振興センター TEL:019-631-3825

（財）みやぎ産業振興機構 TEL:022-225-6636

（財）あきた企業活性化センターTEL:018-860-5610

（財）山形県企業振興公社 TEL:023-647-0664

（財）福島県産業振興センター TEL:024-525-4034

●中小企業再生支援協議会

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

●下請かけこみ寺（各県産業支援財団）

（財）21あおもり産業総合支援センター

TEL:017-723-1040

（財）いわて産業振興センター TEL:019-631-3822

（財）みやぎ産業振興機構 TEL:022-225-6636

（財）あきた企業活性化センター TEL:018-860-5623

（財）山形県企業振興公社 TEL:023-647-0662

（財）福島県産業振興センター TEL:024-525-4077

（財）全国中小企業取引振興協会 TEL:03-5541-6655

商工団体

●商工会連合会

青森県商工会連合会 TEL:017-734-3394

岩手県商工会連合会 TEL:019-622-4165

宮城県商工会連合会 TEL:022-225-8751

秋田県商工会連合会 TEL:018-863-8491

山形県商工会連合会 TEL:023-646-7211

福島県商工会連合会 TEL:024-525-3411

●商工会

※最寄りの商工会については、下記URLから検索して下さい。
http://www.shokokai.or.jp/

●商工会議所

青森商工会議所 TEL:017-734-1311

盛岡商工会議所 TEL:019-624-5880

仙台商工会議所 TEL:022-265-8181

秋田商工会議所 TEL:018-866-6674

山形商工会議所 TEL:023-622-4666

福島商工会議所 TEL:024-536-5511

●中小企業団体中央会

青森県中小企業団体中央会 TEL:017-777-2325

岩手県中小企業団体中央会 TEL:019-624-1363

宮城県中小企業団体中央会 TEL:022-222-5560

秋田県中小企業団体中央会 TEL:018-863-8701

山形県中小企業団体中央会 TEL:023-647-0360

福島県中小企業団体中央会 TEL:024-536-1261
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●連絡先・問い合わせ先

政府系金融機関 山形支店 TEL:023-632-2111

●（株）日本政策金融公庫（国民生活事業） 酒田支店 TEL:0234-24-3922

青森支店 TEL:017-723-2331

八戸支店 TEL:0178-22-6274

弘前支店 TEL:0172-36-6303

盛岡支店 TEL:019-623-4376

一関支店 TEL:0191-23-4157

仙台支店 TEL:022-222-5171

石巻支店 TEL:0225-94-1201

秋田支店 TEL:018-832-5641

大館支店 TEL:0186-42-3407

山形支店 TEL:023-642-1331

酒田支店 TEL:0234-22-3120

米沢支店 TEL:0238-21-5711

福島支店 TEL:024-523-2341

いわき支店 TEL:0246-25-7251

会津若松支店 TEL:0242-27-3120

郡山支店 TEL:024-923-7140

●（株）日本政策金融公庫（中小企業事業）

青森支店 TEL:017-734-2511

盛岡支店 TEL:019-623-6125

仙台支店 TEL:022-223-8141

秋田支店 TEL:018-832-5511

山形支店 TEL:023-641-7941

福島支店 TEL:024-522-9241

●（株）日本政策金融公庫（農林水産事業）

青森支店 TEL:017-777-4211

盛岡支店 TEL:019-653-5121

仙台支店 TEL:022-221-2331

秋田支店 TEL:018-833-8242

山形支店 TEL:023-625-6135

福島支店 TEL:024-521-3328

●（株）商工組合中央金庫

青森支店 TEL:017-734-5411

八戸支店 TEL:0178-45-8811

盛岡支店 TEL:019-622-4185

仙台支店 TEL:022-225-7411

秋田支店 TEL:018-833-8531

福島支店 TEL:024-522-2171

会津若松営業所 TEL:0242-26-2617

●信用保証協会

青森県信用保証協会 TEL:017-723-1351

岩手県信用保証協会 TEL:019-654-1500

宮城県信用保証協会 TEL:022-225-6491

秋田県信用保証協会 TEL:018-863-9011

山形県信用保証協会 TEL:023-647-2245

福島県信用保証協会 TEL:024-526-2331

●独立行政法人中小企業基盤整備機構

東北支部経営支援部経営支援課 TEL:022-716-1751

●中小企業応援センター

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

TEL:0238-26-3602

ふくしま中小企業支援ネットワーク

TEL:024-525-4034

雇用分野

●厚生労働省

青森労働局 TEL:017-721-2003

岩手労働局 TEL:019-604-3005

宮城労働局 TEL:022-299-8062

秋田労働局 TEL:018-883-0010

山形労働局 TEL:023-626-6101

福島労働局 TEL:024-528-0258
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公的支援制度一覧●（連絡先・問い合わせ先）

●独立行政法人雇用・能力開発機構

青森センター TEL:017-777-1234

岩手センター TEL:0198-23-5354

宮城センター TEL:022-362-2253

秋田センター TEL:018-873-3177

山形センター TEL:023-686-2225

福島センター TEL:024-534-3637

●雇用開発協会

（社）青森県高齢・障害者雇用支援協会

TEL:017-775-4063

（社）岩手県雇用開発協会 TEL:019-654-2081

（社）宮城県雇用支援協会 TEL:022-265-2076

（社）秋田県雇用開発協会 TEL:018-863-4805

（社）山形県高齢・障害者雇用支援協会

TEL:023-676-8400

（社）福島県雇用開発協会 TEL:024-524-2731

●（財）介護労働安定センター

（財）介護労働安定センター　青森支部

TEL:017-777-4331

（財）介護労働安定センター　岩手支部

TEL:019-652-9036

（財）介護労働安定センター　宮城支部

TEL:022-291-9301

（財）介護労働安定センター　秋田支部

TEL:018-836-0575

（財）介護労働安定センター　山形支部

TEL:023-634-9301

（財）介護労働安定センター　福島支部

TEL:024-523-1871

●福祉人材センター

青森県福祉人材センター TEL:017-777-0012

岩手県福祉人材センター TEL:019-637-4522

宮城県福祉人材センター TEL:022-262-9777

秋田県福祉保健人材センター TEL:018-864-2880

山形県福祉人材センター TEL:023-633-7739

福島県福祉人材センター TEL:024-521-5662

農林分野

●農林水産省

東北農政局企画調整室 TEL:022-263-1111（代）

●県農林水産担当課（窓口）

青森県農林水産部 TEL:017-722-1111（代）

岩手県農林水産部 TEL:019-651-3111（代）

宮城県農林水産部 TEL:022-211-2111（代）

秋田県農林水産部 TEL:018-860-1111（代）

山形県農林水産部 TEL:023-630-2211（代）

福島県農林水産部 TEL:024-521-1111（代）

●農業会議

青森県農業会議 TEL:017-774-8580

岩手県農業会議 TEL:019-626-8545

宮城県農業会議 TEL:022-275-9164

秋田県農業会議 TEL:018-860-3540

山形県農業会議 TEL:023-622-8716

福島県農業会議 TEL:024-524-1201

●農業公社

（社）青い森農林振興公社 TEL:017-773-3131

（社）岩手県農業公社 TEL:019-623-9390

（財）みやぎ農業担い手基金 TEL:022-264-8238

（社）秋田県農業公社 TEL:018-884-5512

（財）やまがた農業支援センター TEL:023-641-1117

（財）福島県農業振興公社 TEL:024-521-9848

●農林中央金庫

青森支店 TEL:017-722-5341

盛岡支店 TEL:019-622-6180

仙台支店 TEL:022-711-7531

秋田支店 TEL:018-863-6900

山形支店 TEL:023-641-6271

福島支店 TEL:024-552-5600

●農業信用基金協会

青森県農業信用基金協会 TEL:017-762-2751

岩手県農業信用基金協会 TEL:019-626-8563

宮城県農業信用基金協会 TEL:022-264-8661
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●連絡先・問い合わせ先

秋田県農業信用基金協会 TEL:018-864-2393

山形県農業信用基金協会 TEL:023-634-8272

福島県農業信用基金協会 TEL:024-554-3225

●信用農業協同組合連合会

青森県信用農業協同組合連合会 TEL:017-729-8500

岩手県信用農業協同組合連合会 TEL:019-626-8700

JAバンク宮城 TEL:022-711-7531

JAバンク秋田 TEL:018-864-2303

JAバンク山形県 TEL:023-634-8223

JAバンク福島 TEL:024-554-3142

●森林公社等

（社）青い森農林振興公社 TEL:017-732-5288

（財）岩手県林業労働対策基金　TEL:019-653-0306

（財）みやぎ林業活性化基金 TEL:022-217-4307

（財）秋田県林業労働対策基金 TEL:018-864-0161

（財）山形県林業公社 TEL:023-623-3505

（社）福島県林業協会 TEL:024-521-3245

●森林組合連合会

青森県森林組合連合会 TEL:017-723-2657

岩手県森林組合連合会 TEL:019-654-4411

宮城県森林組合連合会 TEL:022-225-5991

秋田県森林組合連合会 TEL:018-866-7421

山形県森林組合連合会 TEL:023-688-8100

福島県森林組合連合会 TEL:024-523-0255

環境分野

●環境省

東北地方環境事務所 TEL:022-722-2870

●産業廃棄物協会

（社）青森県産業廃棄物協会 TEL:017-721-3911

（社）岩手県産業廃棄物協会 TEL:019-625-2201

（社）宮城県産業廃棄物協会 TEL:022-290-3810

（社）秋田県産業廃棄物協会 TEL:018-863-7107

（社）山形県産業廃棄物協会 TEL:023-624-5560

（社）福島県産業廃棄物協会 TEL:024-524-1953

外部専門家団体

●税理士団体

東北税理士会 TEL:022-222-0503

（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県）

●公認会計士団体

日本公認会計士協会　東北会 TEL:022-222-8109

●中小企業診断士団体

（社）中小企業診断協会

青森県支部 TEL:017-775-3234

岩手県支部 TEL:019-624-1363

宮城県支部 TEL:022-262-8587

秋田県支部 TEL:0182-32-9237

山形県支部 TEL:0238-21-3923

福島県支部 TEL:024-558-0570

●行政書士会

青森県行政書士会 TEL:017-742-1128

岩手県行政書士会 TEL:019-623-1555

宮城県行政書士会 TEL:022-261-6768

秋田県行政書士会 TEL:018-864-3098

山形県行政書士会 TEL:023-642-5487

福島県行政書士会 TEL:024-932-3870

●社会保険労務士会

青森県社会保険労務士会 TEL:017-773-5179

岩手県社会保険労務士会 TEL:019-651-2373

宮城県社会保険労務士会 TEL:022-223-0573

秋田県社会保険労務士会 TEL:018-863-1777

山形県社会保険労務士会 TEL:023-631-2959

福島県社会保険労務士会 TEL:024-535-4430

●弁護士団体

青森県弁護士会 TEL:017-777-7285

岩手弁護士会 TEL:019-651-5095

仙台弁護士会 TEL:022-223-1001

秋田弁護士会 TEL:018-862-3770

山形県弁護士会 TEL:023-622-2234

福島県弁護士会 TEL:024-534-2334
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東北地方建設産業再生協議会
■国土交通省
東北地方整備局建政部計画・建設産業課
TEL:022-225-2171 http://www.thr.mlit.go.jp/

■厚生労働省
青森労働局職業安定部　職業対策課
TEL:017-721-2003 http://www.aomori.plb.go.jp/
岩手労働局職業安定部　職業対策課
TEL:019-604-3005 http://www.iwate-roudou.go.jp/
宮城労働局職業安定部　職業対策課
TEL:022-299-8062 http://www.miyarou.go.jp/
秋田労働局職業安定部　職業対策課
TEL:018-883-0010 http://www.akita-rodokyoku.go.jp/
山形労働局職業安定部　職業対策課
TEL:023-626-6101 http://www.yamagata-rodo.go.jp/
福島労働局職業安定部　職業安定課
TEL:024-528-0258
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/

■農林水産省
東北農政局企画調整室
TEL:022-263-1111 http://www.maff.go.jp/tohoku/

■林野庁
東北森林管理局企画調整室
TEL:018-836-2274 http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/

■経済産業省
東北経済産業局産業部中小企業課
TEL:022-221-4922 http://www.tohoku.meti.go.jp/

■独立行政法人　中小企業基盤整備機構
東北支部経営支援部経営支援課
TEL:022-716-1751 http://www.smrj.go.jp/tohoku/

■環境省
東北地方環境事務所
TEL:022-722-2870 http://tohoku.env.go.jp/

■独立行政法人　雇用・能力開発機構
青森センター
TEL:017-777-1234 http://www.ehdo.go.jp/aomori/
岩手センター
TEL:0198-23-5354 http://www.ehdo.go.jp/iwate/
宮城センター
TEL:022-362-2253 http://www.ehdo.go.jp/miyagi/
秋田センター
TEL:018-873-3177 http://www.ehdo.go.jp/akita/
山形センター
TEL:023-686-2225 http://www.ehdo.go.jp/yamagata/
福島センター
TEL:024-534-3637 http://www.ehdo.go.jp/fukushima/

■青森県
TEL:017-722-1111 http://www.pref.aomori.lg.jp/
県土整備部監理課
農林水産部農林水産政策課
環境生活部環境政策課
健康福祉部健康福祉政策課
商工労働部商工政策課

■岩手県
TEL:019-651-3111 http://www.pref.iwate.jp/
県土整備部建設技術振興課
農林水産部農林水産企画室
環境生活部環境生活企画室
保健福祉部保健福祉企画室
商工労働観光部商工企画室

■宮城県
TEL:022-211-2111 http://www.pref.miyagi.jp/
土木部事業管理課
農林水産部農業振興課
環境生活部環境政策課
保健福祉部保健福祉総務課
経済商工観光部経済商工観光総務課

■秋田県
TEL:018-860-1111 http://www.pref.akita.lg.jp/
建設交通部建設管理課
農林水産部農林政策課
生活環境部環境整備課
健康福祉部福祉政策課
産業労働部産業政策課

■山形県
TEL:023-630-2211 http://www.pref.yamagata.jp/
県土整備部建設企画課
農林水産部農政企画課
生活環境部地球温暖化対策課
健康福祉部長寿社会課
商工観光部産業政策課

■福島県
TEL:024-521-1111 http://wwwcms.pref.fukushima.jp/
土木部建設産業室
農林水産部農林企画課
生活環境部生活環境総務課
保健福祉部保健福祉総務課
商工労働部商工総務課

■建設業協会
（社）青森県建設業協会
TEL:017-722-7611 http://www.aokenkyo.or.jp/

（社）岩手県建設業協会
TEL:019-653-6111 http://www.iwaken.or.jp/

（社）宮城県建設業協会
TEL:022-262-2211 http://www.miyakenkyo.or.jp/

（社）秋田県建設業協会
TEL:018-823-5495 http://www.a-kenkyo.or.jp/

（社）山形県建設業協会
TEL:023-641-0328 http://www.agc-y.or.jp/

（社）福島県建設業協会
TEL:024-521-0244 http://www.e-fukuken.or.jp/

■建設産業専門団体東北地区連合会
TEL:022-265-0887 http://www.kensenren.or.jp/

事務局

東北地方整備局　建政部　計画・建設産業課
〒980-8602 仙台市青葉区二日町9-15 TEL:022-225-2171 FAX:022-227-4459
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