公益財団法人七十七ビジネス振興財団

平成２４年度事業報告

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
平成２４年度は、「公益法人」として、設立の趣旨である県内の産業・経済活性化の
ため、過去１４年間の実績を踏まえて、以下の各種事業に積極的に取り組んだ。
１．支援事業
（１）「七十七ビジネス大賞」贈呈事業
宮城県を活動の拠点として、優れた経営により“みやぎの活性化”や震災復興
に貢献した企業に、「七十七ビジネス大賞」として、賞状及び１先につき５０万
円の奨励金を贈呈した。
＜贈呈先企業＞
○ 小泉商事株式会社
（大崎市）
○ 株式会社髙政
（牡鹿郡女川町）
○ 株式会社橋本店
（仙台市）
○ みやぎ生活協同組合 （仙台市）
（２）「七十七ニュービジネス助成金」贈呈事業
宮城県を活動の拠点として、独創的な技術開発や革新的な発想により新しい事
業を起こし、“みやぎの活性化”に貢献した起業家や、震災復興に貢献できる優
れた技術を開発している起業家に、「七十七ニュービジネス助成金」として、賞
状及び１先につき２００万円の助成金を贈呈した。
＜贈呈先企業＞
○ クリノ株式会社
（仙台市）
○ 財団法人蔵王酪農センター （刈田郡蔵王町）
○ 株式会社さんいちファーム （名取市）
（３）日程
７月１日～

８月３１日 公募
応募件数

「七十七ビジネス大賞」
１２件
「七十七ニュービジネス助成金」３１件
９月１日～ ９月３０日 各審査委員による書類審査
１０月１８日 審査委員会（於 七十七銀行本店 会議室）
最終審査等
１１月１６日 第１５回「七十七ビジネス大賞・七十七ニュービジネ
ス助成金贈呈式」
（於 江陽グランドホテル）
２．講演会・セミナー等の開催事業、並びに相談事業
（１）講演会の開催事業
学識経験者や各界著名人を講師とし、地域の産業振興および企業経営に関す
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るテーマで講演会を開催した。
①講演会
・日 時
・会 場
・講 師
・演 題

平成２４年４月２０日（金）１３：３０～１５：００
七十七銀行本店 大会議室
沈 才彬氏（多摩大学大学院 客員教授）
「
『巨艦』中国の次の一手
～中国巨大市場の行方と日本の震災復興」
・参加者 約１００名

②講演会（七十七銀行との共催事業）
・日 時 平成２４年７月２５日（水）１３：３０～１５：００
・会 場 七十七銀行本店 大会議室
・講 師 湯元 健治氏（日本総合研究所 理事）
・演 題 「震災復興を日本再生の起爆剤に」
・参加者 約２００名
（２）セミナーの開催事業
地元企業経営者を講師とし企業経営に関するテーマで特定テーマセミナーを
開催した。
①特定テーマセミナー「観光セミナー」
～観光ビジネスの推進と地域活性化～
・日 時 平成２４年１０月１０日（水）１３：３０～１５：００
・会 場 七十七銀行本店 会議室
・講師１ 藤澤 義人氏（東北運輸局 企画観光部 観光地域振興課長）
・演 題 「東北の観光の現状と復興への取り組み」
・講師２ 池田 伸之氏（株式会社ジェイティービー 旅行事業本部
観光戦略担当部長）
・演 題 「観光立国の現状とＪＴＢ地域交流プロジェクトについて」
・個別相談会 １５：２０～１６：２０
・参加者 約５０名
②特定テーマセミナー「起業家セミナー」
～夢の実現に向けて～
・日 時 平成２５年２月１５日（金）１３：３０～１５：０５
・会 場 七十七銀行本店 会議室
・講 師 鈴木 堅之氏（株式会社ＴＥＳＳ 代表取締役）
・演 題 「Miracles happen to those that believe in theｍ.
（奇跡はそれを信じる人たちに起こる）
～中小企業の連携が生み出した足こぎ車いすの奇跡」
・個別相談会 １５：１０～１６：１０
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・参加者 約４０名
（３）相談事業
産業立地及び個別企業における財務やマーケティング等の経営に関する各種
の相談に応じたほか、ニュービジネス等に対する公的機関や各種団体の実施する
支援事業を紹介した。
また、地元企業の具体的・専門的な相談ニーズに対応するため、ニュービジネ
ス・中小企業支援団体等外部専門機関との連携を積極的に図った。
＜相談件数＞
企業経営等
２４件
公的支援事業等
１件
３．調査・研究事業、並びに情報収集・提供、刊行事業
（１） 調査・研究事業
新規事業を目指す起業家等の実態や企業の経営課題等の実態に関する調査・研
究を外部機関とも連携しながら実施した。
また、ニュービジネス等に対する公的機関等の各種施策および県内の業種別企
業データ等の情報収集・蓄積・体系化を図った。
（２） 刊行事業
情報誌「七十七ビジネス情報」を第５７号から第６０号まで発行し、企業経営
者等を中心に無償で配付した。
①第５７号
・ 発行日 平成２４年４月１６日
・ 部 数 ４，０００部
・ 記事構成
［巻頭言］
東北生産性本部 会長 青木 讓氏（財団評議員）
［企業ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ］ 株式会社利休
株式会社スクリブル・デザイン
［特集］
平成２４年度宮城県経済商工観光行政の概要について
宮城県経済商工観光部富県宮城推進室
［講演録］
春季講演会
宮城・東北の復興と新生に向けて
［講演録］
特定テーマセミナー
「起業家セミナー」
～新たなビジネスモデルの確立～
［私の趣味］
前東北経済産業局長 豊國 浩治氏
②第５８号
・ 発行日 平成２４年７月２４日
・ 部 数 ４，０００部
・ 記事構成
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［巻頭言］
宮城県副知事 若生 正博氏（財団評議員）
［企業ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ］ 株式会社にしき食品
トライポッドワークス株式会社
［講演録］
春季講演会
「
『巨艦』中国の次の一手
～中国巨大市場の行方と日本の震災復興～」
［特集］
観光地域・蔵王町の取り組み
公益財団法人七十七ビジネス振興財団
［特集］
仙台市の平成２４年度地域経済支援施策・震災復興施策に
ついて
仙台市経済局産業政策部経済企画課
［私の趣味］
石巻専修大学学長 坂田 隆氏（財団評議員）
③第５９号
・ 発行日 平成２４年１０月２２日
・ 部 数 ４，０００部
・ 記事構成
［巻頭言］
公益財団法人みやぎ産業振興機構
理事長 井口 泰孝氏（財団理事）
［企業ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ］ 株式会社東北イノアック
株式会社ヤマウチ
株式会社ビック・ママ
［特集］
地域に根差した一関高専の産学官連携の取り組みについ
て
独立行政法人国立高等専門学校機構
一関工業高等専門学校 地域共同テクノセンター
［私の趣味］
森トラスト株式会社 専務取締役 伊達 美和子氏
④第６０号
・ 発行日 平成２５年１月４日
・ 部 数 ４，３００部
・ 記事構成
［巻頭言］
公益財団法人七十七ビジネス振興財団
代表理事 鎌田 宏
［特集］
第１５回「七十七ビジネス大賞」「七十七ニュービジネス
助成金」贈呈式及び受賞企業の紹介
［講演録］
特定テーマセミナー
「観光セミナー」
～観光ビジネスの推進と地域活性化～
［私の趣味］
日本銀行 仙台支店長 後 昌司氏
（３） その他（ホームページによる情報発信等）
ホームページは支援事業（表彰および助成事業）、講演会・セミナーの事業内
容、情報誌の内容および財団の概要等を中心に構成。
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また、講演会・セミナー等の参加申込や支援事業での応募用紙配布および相談
業務での活用など、掲載内容および機能面で一層の充実を図った。
４．その他
（１）賛助会員制度の活用
賛助会員懇談会等を開催し、意見交換等を通じて助言・提言等を得て、財団事
業への協力を得た。
①平成２４年度末賛助会員（７社）
・ 七十七リース株式会社
・ 七十七信用保証株式会社
・ 七十七ビジネスサービス株式会社
・ 七十七コンピューターサービス株式会社
・ 株式会社七十七カード
・ 七十七事務代行株式会社
・ 宮城商事株式会社
②賛助会員懇談会の開催
・ 日 時 平成２４年１１月１２日（月）１２：００～１３：００
・ 会 場 七十七銀行本店 会議室
・ 出席数 ７社
（２）各種機関との情報交換
ニュービジネス等に対し支援事業を実施している宮城県、仙台市および仙台商
工会議所等の中小企業支援機関と交流を図り、情報交換に努めた。
（３）役員等について
①審査委員の選任について
平成２４年５月２８日開催の理事会において、鈴木 康夫氏の退任によ
り伊藤 努氏が選任され就任した。（任期:平成２４年６月１日～平成２６
年３月３１日まで）
②評議員の選任について
平成２４年６月１１日開催の評議員会において、井上 明久氏の退任に
より里見 進氏が選任され就任した。（任期:平成２４年６月１１日～平成
２６年６月に開催する定時評議員会の終結の時まで）
③理事の選任について
平成２４年６月１１日開催の評議員会において、平成２４年６月の定時
評議員会の終結をもって理事が任期満了、退任となることから、理事とし
て以下の７名が選任され就任した。
（任期：平成２４年６月１１日～平成２
６年６月に開催する定時評議員会の終結の時まで）
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・鎌田
・大内
・岩崎
・西垣
・中塚
・奥田
・川田

宏
栄治
俊一
克
勝人
潤一
正興

④代表理事の選任について
平成２４年６月１１日開催の理事会において、鎌田 宏氏が選任され就
任した。
（任期：平成２４年６月１１日～平成２６年６月に開催する定時評
議員会の終結の時まで）
⑤業務執行理事の選任について
平成２４年６月１１日開催の理事会において、大内 栄治氏が選任され
就任した。
（任期：平成２４年６月１１日～平成２６年６月に開催する定時
評議員会の終結の時まで）
⑥審査委員の選任について
平成２４年７月３１日開催の理事会において、管野 繁氏の退任により
八島 和彦氏が選任され就任した。（任期:平成２４年９月１日～平成２６
年３月３１日まで）
⑦審査委員の選任について
平成２４年７月３１日開催の理事会において、関口 哲雄氏の退任によ
り小泉 司氏が選任され就任した。（任期:平成２４年９月１日～平成２６
年３月３１日まで）
⑧評議員の選任について
平成２４年８月２２日開催の評議員会において、青木 讓氏の退任によ
り齋藤 茂雄氏が選任され就任した。（任期:平成２４年９月１日～平成２
６年６月に開催する定時評議員会の終結の時まで）
⑨評議員の選任について
平成２４年８月２２日開催の評議員会において、後藤 久幸氏の退任に
より今野 敦之氏が選任され就任した。（任期:平成２４年９月１日～平成
２６年６月に開催する定時評議員会の終結の時まで）
⑩理事の選任について
平成２４年８月２２日開催の評議員会において、中塚 勝人氏の退任に
より井口 泰孝氏が選任され就任した。（任期:平成２４年９月１日～平成
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２６年６月に開催する定時評議員会の終結の時まで）
⑪理事の選任について
平成２４年８月２２日開催の評議員会において、川田 正興氏の退任に
より竹渕 裕樹氏が選任され就任した。（任期:平成２４年９月１日～平成
２６年６月に開催する定時評議員会の終結の時まで）
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