
事業名 事業概要 部局 担当課(室)
【参考】
H27事業費
（千円）

１　安定した雇用を創出する
（１）地域産業の競争力強化

①新たな創業に対する支援
まちなか創業チャレンジャー支
援事業

創業支援のための体制整備や商店街の空き店舗等を活用したチャ
レンジシップの開設等地域における創業支援体制を強化する取組を
支援するもの

経済商工
観光部

商工経営
支援課

30,000

②産業・金融との連携
③事業承継の円滑化，事業再
生，経営改善支援等

④地域を担う中核企業支援
ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支
援センター）推進事業

被災企業等への技術・人材育成支援，研究会活動により地域企業
の技術力・提案力の向上と学生への地域企業の認知度向上を図る
もの

経済商工
観光部

新産業振興課 3,543

高度電子機械産業集積促進事
業

「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」の運営及びセミナーや大型
展示会への出展のほか，ビジネスマッチング等により，取引創出・拡
大を支援するもの。

経済商工
観光部

新産業振興課 68,500

みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業
産学官連携により県内の優れた工業製品を選出し，同製品の市場
開拓・販路拡大を促進するもの

経済商工
観光部

新産業振興課 3,000

自動車関連産業特別支援事業
取引機会の創出や人材育成，技術支援などを総合的な支援し，自
動車関連産業への地元企業の新規参入と取引拡大を促進するもの

経済商工
観光部

自動車産業
振興室

73,433

デジタルエンジニアリング高度
化支援事業

３Ｄ設計技術（３Ｄ－ＣＡＤ）を中心としたデジタルエンジニアの育成
等により，地域企業の競争力強化と新事業の創出を促進するもの

経済商工
観光部

新産業振興課 -

水産加工ビジネス支援事業
震災後売上回復の遅れ，人手不足が深刻な水産加工業者の生産
力向上を通じた競争力強化を図るため，伴走型支援を導入するもの

経済商工
観光部

富県宮城
推進室

-

クリーンエネルギーみやぎ創造
事業

クリーンエネルギー等関連産業の集積促進，産学連携や企業間連
携によるクリーンエネルギーの先進的な利活用の取組等への支援
により，環境関連産業の振興を図るもの

環境生活部 環境政策課 10,712

⑤新事業・新産業と雇用を生
み出す地域イノベーションの推
進

みやぎの中小企業マーケティン
グ活動支援事業

「売れる製品・技術」の実現や「精度の高い販売戦略策定」を図るた
め，中小企業の販路開拓から製品の改良等までを一貫した体制の
もとで支援するもの

経済商工
観光部

新産業振興課 33,000

⑥地域からのグローバル経済
への展開

ベトナム県産品・サービスマー
ケティング支援事業

ベトナム人の嗜好等を調査するためベトナムの商都ホーチミンでテ
ストマーケティングを実施し，県内企業の自立的な海外展開を促進
するもの

経済商工
観光部

海外ビジネス
支援室

42,000

宮城県地方創生総合戦略　想定される取組（新規・拡充等）一覧

基本目標及び具体的な施策
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事業名 事業概要 部局 担当課(室)
【参考】
H27事業費
（千円）

基本目標及び具体的な施策

⑥地域からのグローバル経済
への展開

風評被害対策事業
県産品を取り扱う県内の貿易関係事業者等の情報を提供するた
め，「宮城県貿易関係企業名簿2016」を作成し，県内企業の海外取
引拡大を図るもの

経済商工
観光部

海外ビジネス
支援室

2,800

⑦地域のサービス産業の活性
化

⑧農林水産業等の成長産業
化

水産加工ビジネス支援事業（再
掲）

震災後売上回復の遅れ，人手不足が深刻な水産加工業者の生産
力向上を通じた競争力強化を図るため，伴走型支援を導入するもの

経済商工
観光部

富県宮城
推進室

-

みやぎの農商工連携・６次産業
化支援強化事業

農林漁業者等が新事業創出支援を目的に取り組む新商品開発や
販路開拓及び多様な事業者との連携活動等の推進・強化を図るも
の

農林水産部
農林水産
政策室

3,500

みやぎの企業的園芸等整備モ
デル事業

地域農業を牽引する農業法人等に対して，ビジネスプランの策定や
経営能力向上とともに，生産から加工・販売に係る施設・設備等の
整備を支援し，地域の活性化に向けた中核拠点を構築するもの

農林水産部
農産園芸
環境課

182,000

みやぎ材利用センター活動支
援事業

県内外の製材工場等とのネットワーク化を図る等優良みやぎ材供給
体制の整備とともに，産地や品質等の認証制度の適切な運用によ
る優良みやぎ材の認知度向上と利用拡大を図るもの

農林水産部 林業振興課 1,800

「みやぎの里山林」再生ビジネ
ス推進事業

自伐林家の育成やUIJターンの促進等による担い手の育成や，里山
林の有効活用と適切な森林整備の推進，新たな木材需要の創出に
よる里山ビジネスを推進するもの

農林水産部 林業振興課 3,500

みやぎの水産物流通促進事業
地元に水揚げされる前浜原料の有効活用のための技術的支援や加
工技術の向上のための品評会を行うとともに，輸出振興のため取組
を行い，本県水産加工品の製造・販売の拡大を図るもの

農林水産部 水産業振興課 2,400

宮城の「金のいぶき」生産拡大
事業

巨大胚品種「金のいぶき」の販路拡大支援及び生産者と出荷業者
のマッチングによる生産拡大を促進するもの

農林水産部 食産業振興課 -

「食材王国みやぎ」魅力発信プ
ロジェクト事業

県産農林水産物の風評払拭及び信頼回復，消費拡大のため，総合
的なプロモーションを展開するもの

農林水産部 食産業振興課 329,000

「みやぎの殻付きカキ」首都圏
販売ネットワーク構築事業

東京都の中心部への「カキ小屋」設置や広島県と連携したイベント
開催，漁場・カキ処理場体験ツアーの催行により県内のブランドカキ
を発信するとともに生産体制整備を支援するもの

農林水産部 水産業振興課 -

新「みやぎ米」創出戦略事業
宮城米の評価向上と稲作農家の経営安定を図るため，水稲新品種
の戦略的な導入と切り替え等のほか特色ある米づくりを活かした
「地域ブランド米」創出に向けた支援を行うもの

農林水産部
農産園芸
環境課

-

みやぎの「とっておきササニシ
キ」産地復活推進事業

特色ある産地づくりを推進するため，和食や寿司用として根強い人
気がある　「ササニシキ」の復権に向け，地域独自の取組や産地連
携によるPRイベント等の開催を支援するもの

農林水産部
農産園芸
環境課

-
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事業名 事業概要 部局 担当課(室)
【参考】
H27事業費
（千円）

基本目標及び具体的な施策

⑧農林水産業等の成長産業
化

みやぎの畜産雇用創出推進事
業

規模の拡大を目指す畜産経営体（法人）が実施する飼養規模の拡
大のための家畜の導入や畜産に新規参入する取組を支援するもの

農林水産部 畜産課 -

温暖化防止森林更新推進事業
地球温暖化防止と関連産業の発展を図るため，造林未済地への植
栽と高齢人工林の若返りに対する支援や抵抗性クロマツ種子の増
産を実施するもの

農林水産部 森林整備課 24,000

温暖化防止間伐推進事業
間伐への支援を強化することで，温暖化防止への寄与とともに，多
面的機能の発揮，森林整備による雇用の確保と関連産業の発展を
図るもの

農林水産部 森林整備課 133,000

里山林健全化事業
広葉樹林におけるナラ枯れ被害木の処理と高齢林の若返り伐採・利
用，マツ林における被害木利用と抵抗性マツ植栽を進め，里山林の
有効利用を図るもの

農林水産部 森林整備課 84,100

特別名勝「松島」松林景観保全
対策事業

松島地域の重要な松林において，地上散布から樹幹注入への対策
転換と抵抗性マツの植栽を進めるもの

農林水産部 森林整備課 23,100

木質バイオマス広域利用モデ
ル形成事業

県産材の有効利用と二酸化炭素の排出抑制のため，未利用間伐材
等の燃料等への利活用を推進するもの

農林水産部 林業振興課 40,000

木の香るおもてなし普及促進事
業

不特定多数の県民が利用する民間施設の木造・木質化，木製品導
入への支援を通じて，県産木材の利用拡大を図るもの

農林水産部 林業振興課 75,000

県産材利用エコ住宅普及促進
事業

被災者の住宅再建など，県産材利用に対する支援を通じて，県産木
材の利用拡大を図るもの

農林水産部 林業振興課 327,500

地域森林再生マネジメント推進
事業

「森林再生プラン」の策定により，森林の管理や整備を推進するとと
もに，環境配慮型事業活動を波及させ，県民参加による森林づくり
等を支援するもの

農林水産部 林業振興課 -

みやぎの農業・農村地域活力
支援事業

農業・農村地域において地域の創意と主体性に基づき，第2期「みや
ぎ食と農の県民条例基本計画」の実現に向け，持続可能な農業経
営と地域農業の活性化を目的として取り組む活動を支援するもの

農林水産部 農業振興課 -

みやぎ食と農のクラウドファン
ディング支援事業

農業関係事業者がクラウドファンディングを活用しながら，新たな商
品開発，ブランド化，販路開拓など地方創生への取り組みをサポー
トする支援体制を整備するもの

農林水産部 農業振興課 -

みやぎ食と農の情報拠点ス
テージアップ支援事業

農産物直売所学を開設し，地域の次世代リーダーの育成やネット
ワーク化，起業の支援とＩＣＴ活用による食と農の情報拠点の経営発
展及び集客の拡大を支援するもの

農林水産部 農業振興課 -

⑨交流人口の拡大に向けた観
光地域づくり

航空会社と連携した観光キャン
ペーン事業

仙台空港民営化を契機に，航空機利用による県内外から本県への
観光客誘致を図るため，仙台空港の運営権者や航空会社と連携し
た観光キャンペーンを実施するもの

経済商工
観光部

観光課 53,000
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事業名 事業概要 部局 担当課(室)
【参考】
H27事業費
（千円）

基本目標及び具体的な施策

⑨交流人口の拡大に向けた観
光地域づくり

魅力あふれる松島湾観光創生
事業

松島湾ダーランド推進計画に掲げる目標達成に向けて，魅力ある観
光地域づくりをリードできる人材を育成するとともに，３市３町と県が
共同で広域観光を推進するもの

経済商工
観光部

観光課 28,000

空港機能を活用した国内・国外
プロモーション活動等事業

観光公社や旅行業協会協力のもと，旅行業関係者やメディア等を招
聘し，スポーツやアニメを活用した新しい旅行商品の造成に向け，事
業を展開するもの

土木部
空港臨空
地域課

20,000

サインの多言語化表記による訪
日外国人誘致促進事業

県内の集客施設等における案内表示，標識等の多言語化表示を推
進し，訪日外国人等が安心かつ容易に移動し，会議や展示会への
参加，競技観戦等を楽しめる環境を整備するもの

経済商工
観光部

国際経済・
交流課

-

外国人観光客誘致促進事業
海外からの観光客誘致促進のために各種プロモーション事業を実
施するもの

経済商工
観光部

観光課 6,039

外国人観光客災害復興緊急誘
致促進事業

原発事故による風評を払拭するために，政府等と連携して誘客促進
やイメージアップのための情報発信を行うもの

経済商工
観光部

観光課 12,000

インバウンド誘客拡大受入環境
整備事業

東京オリンピックの県内開催等を踏まえ，外国人が安心して旅行し
やすい環境の整備を行うための事業を展開するもの

経済商工
観光部

観光課 65,000

沿岸部観光復興情報等発信事
業

沿岸部への交流人口の増加を図るため，沿岸部の観光・農林水産
物に関する情報や復興の状況を首都圏に発信し，誘客及び販路回
復を図るもの

経済商工
観光部

観光課 100,000

沿岸部被災大規模宿泊施設再
生支援モデル事業

宿泊施設の復旧が特に遅れている沿岸部地域で大規模宿泊施設を
再建する事業者のうち，地域の交流人口増加に貢献する計画を持
つモデル事業者を支援するもの

経済商工
観光部

観光課 401,000

みやぎ農山漁村交流促進事業
地域グリーン・ツーリズム実践団体が行う農林漁村宿泊体験や情報
発信PR活動等に係る事業費を支援し，震災復興や都市と農山漁村
の交流促進を図るもの

農林水産部 農村振興課 4,800

⑩地域の歴史・町並み・文化・
藝術・スポーツなどによる地域
活性化

文化財の観光活用による地域
交流の促進事業

本県の歴史・文化を目的とした国内外からの誘客を図るため，国内
外への情報発信や多言語表示看板を整備するもの

教育庁 文化財保護課 31,000

スポーツ選手強化対策事業
ジュニア層から成年・壮年層まで一貫した強化体制を構築し，国体
順位上昇及び2020東京オリンピック等の大規模大会に本県出身の
トップアスリートを継続して輩出を目指し，競技力向上を図るもの

教育庁
スポーツ
健康課

122,277

オリンピックパラリンピック教育
推進事業

文部科学省の「オリンピック・パラリンピック調査研究事業」を受託し
た大学からの再委託により，本県におけるオリンピック・パラリンピッ
クムーブメントを生かした人間教育について，実践研究を行うもの

教育庁
スポーツ
健康課

-

2020年東京オリンピック・パラリ
ンピック強化支援対策事業

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックにおいて，より
多くの宮城県ゆかりの選手が出場，活躍し，被災地の元気につなが
るよう，選手育成・強化を図るもの

教育庁
スポーツ
健康課

-
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事業名 事業概要 部局 担当課(室)
【参考】
H27事業費
（千円）

基本目標及び具体的な施策

（２）人材還流、人材育成及び雇用対策

①若者人材等の還流及び育
成・定着支援

若者等人材確保・定着応援事
業

中小企業への専門家の派遣や各種セミナーを通じて，採用から職
場定着，さらには正社員化をはじめとする処遇改善への支援等人材
確保対策を総合的に実施するもの

経済商工
観光部

雇用対策課 30,000

みやぎ若者活躍応援事業
（ネクストリーダー養成塾実施
事業）

知事や各界で活躍されている方々の講話の聴講，同世代とのグ
ループワーク等を通じて，東日本大震災後の宮城を支える次代の
リーダーを養成するもの

環境生活部
共同参画
社会推進課

1,000

②「プロフェッショナル人材」の
地方還流

ものづくりシニア指導者育成事
業

専門的知識を有する企業OB等に対してコーディネートスキル教育等
を実施し，県内企業への派遣・指導を行うもの

経済商工
観光部

新産業振興課 10,000

宮城ＵＩＪターン助成金事業
首都圏など県外に居住するプロフェッショナル人材を，新たに雇用又
はお試し就業を実施した中小企業に対して，その経費の一部を助成
するもの

経済商工
観光部

雇用対策課 50,000

③農林水産業における新規就
農・就業者への総合支援

農業参入支援事業
本県農業の新しい担い手として，異業種からの農業参入を促進する
ため，企業に対する啓発や参入支援を行うほか，県外企業の誘致
活動や農業参入に関する情報収集を行うもの

農林水産部 農業振興課 390

青年農業者育成確保推進事業
新規就農希望者に対する就農相談，就農啓発活動の実施や就農関
連情報交換会議の開催などを通じて就農支援活動を支援するもの

農林水産部 農業振興課 2,700

みやぎの漁業担い手確保育成
支援事業

新規就業者の確保・育成を促進するため，業界が開設する漁業学
校の運営を支援するとともに，沖合・遠洋漁業の新規就業者及び船
舶職員の確保・育成を図り，本県水産業の発展に寄与するもの

農林水産部 水産業振興課 -

温暖化防止森林づくり担い手確
保事業

高度な技能を有し集約施業を実践する地域リーダーとなる人材を育
成するとともに，インターンシップ事業等の実施や就労環境の改善
により，森林づくりの担い手を確保するもの

農林水産部 林業振興課 8,388

④大学・高等専門学校・専修
学校等における地域ニーズに
対応した人材育成支援

地域ひとづくり総合推進事業
産学金官連携のもと地域イノベーションの担い手育成と支援体制の
整備，県内企業の中核となる即戦力人材の育成と確保を総合的に
実施するもの

経済商工
観光部

産業人材
対策課

16,000

地域産業の担い手育成推進事
業

各専門学校等が，地域産業の担い手育成や定着率の向上に向け
取組む体験活動（職能開発・就業体験・実践授業等）の実施するた
めの体制を整備するもの

教育庁 高校教育課 -

⑤地域における女性の活躍推
進

地域女性活躍推進事業
経済団体、関係団体、行政等が連携・協力し，一体となって女性が
活躍しやすい環境の整備を推進するもの

環境生活部
共同参画
社会推進課

7,000

子育て女性等就職支援事業
就業意欲の高い子育て女性等の雇用の促進を図るため，再就職に
向けた実践研修を行うとともに，子育てを終えた女性等を雇用しOJT
やOFF-JTを行う中小企業等に対する支援を行うもの

経済商工
観光部

雇用対策課 29,000
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⑥高齢者、障害者が活躍でき
る社会の実現

高等学園進路就労定着支援事
業

在学中から教育・福祉・労働等との連携を図り，地域の支援体制の
もと，就労の定着と社会的な自立に向け，円滑な移行支援を行うも
の

教育庁
特別支援
教育室

-

中高年人材育成助成事業
中高年齢者を雇用し，OJTやOFF-JTを行う中小企業等に対する支
援を行うもの

経済商工
観光部

雇用対策課 20,000

障害者雇用アシスト事業
県内企業における障害者雇用の促進を図るため，企業訪問やセミ
ナーの開催による普及啓発や障害者雇用に向けた助言などを行う
もの

経済商工
観光部

雇用対策課 33,700

（３）ICT等の利活用による地域の活性化

①地域社会全体での利活用
の推進

ＩＣＴ利活用コーディネート事業
地域社会全体として，様々な分野や場面でＩＣＴの効果的な普及・活
用のため，先駆的な知見の活用と県のコーディネート機能の強化に
取り組むもの

震災復興
企画部

情報政策課 -

②教育との連携
ICTを活用した特別支援学校ス
キルアップ事業

児童・生徒間や社会とのコミュニケーションツールとしてＩＣＴ機器を
活用し，職場実習やインターンシップ等を通じ，地域との連携を深
め，障害のある児童・生徒の自立と社会参加を促進するもの

教育庁 教育企画室 -

③ICT産業の振興
情報通信関連企業立地促進奨
励金

技術波及や活性化につながる企業の誘致を通じて，情報産業の集
積に取り組むもの

震災復興
企画部

情報産業
振興室

10,000

２　宮城県への移住・定住の流れをつくる
（１）地方移住の推進

地方移住の推進 移住・定住推進事業
首都圏や他地域との交流や移住を推進することで，本県全体の地
域力の充実強化と地域の活性化を図るもの

震災復興
企画部

地域復興
支援課

88,578

ＩＣＴ技術者UIJターン等促進事
業

首都圏向けへのPRに加え，就業前の見学・体験の機会を提供する
とともに，就業後の高度教育プログラムの提供により，技術系人材
のUIJターン等を支援するもの

震災復興
企画部

情報産業
振興室

50,000

（２）企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大

企業の地方拠点強化、企業等
における地方採用・就労の拡
大

みやぎ企業立地奨励金事業
県内に工場等の新設や増設等を行う企業に対して，設備投資の初
期費用負担を軽減することにより，企業立地を促進するもの

経済商工
観光部

産業立地
推進課

1,800,000

情報通信関連企業立地促進奨
励金

技術波及や活性化につながる企業の誘致を通じて，情報産業の集
積に取り組む

震災復興
企画部

情報産業
振興室

10,000

H
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（３）地元大学等の活性化

地元大学等の活性化
非予算的手法：地（知）の拠点
大学による地方創生推進事業
（COC⁺）

地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を図るため，県内の
大学等や企業等と連携し，若者の地元定着のための支援を行うも
の

震災復興
企画部

震災復興
政策課

-

ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支
援センター）推進事業（再掲）

被災企業等への技術・人材育成支援，研究会活動により地域企業
の技術力・提案力の向上と学生への地域企業の認知度向上を図る
もの

経済商工
観光部

新産業振興課 3,543

地域ひとづくり総合推進事業
（再掲）

産学金官連携のもと地域イノベーションの担い手育成と支援体制の
整備，県内企業の中核となる即戦力人材の育成と確保を総合的に
実施するもの

経済商工
観光部

産業人材
対策課

16,000

（４）県外避難者の帰郷支援
県外避難者の帰郷支援
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