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SENDAI for Startups!
仙台・東北から未来につながる事業創造を

日本一起業しやすいまちをめざして
SENDAI, Aiming to Be Japan’s Most Startup-Friendly City



白川 裕也
Yuuya SHIRAKAWA

秋田県大館市出身

東北大学
教育制度、公共政策について、日本と海外の事例を比較研究、バックパッカー

仙台市（若林区保健福祉センター）
知的・精神障害者のケースワーク業務、避難所運営など

日本貿易振興機構（JETRO）
外資系企業の日本法人設立サポート、被災地への投資促進・風評被害対策プロモーションなど

仙台市（経済局 産業振興課）
企業誘致、民間投資促進特区制度企画・運営、産学連携支援など

仙台市（経済局 地域産業支援課）
中小企業金融支援、国家戦略特区制度企画・運営、仙台市起業支援センター“アシ☆スタ”の
立ち上げ、「OHUノMORI」プロジェクトなど起業支援施策の企画・運営

仙台市（経済局 産業振興課）
組織改正により異動。引き続き起業支援施策の企画・運営など
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揺さぶられたのは、人々のこころ



被災地・東北では、新たな未来を切り拓いていく人材が不可欠であり、起業家は最も重要な人材



1,000年に一度の大災害が
1,000年に一度の交流を生んだ



震災前からの課題が顕在化



2025年における東北地方の
65歳以上の人口割合平均

35.1％

（全国平均32.4％）

東北地方の人口減少率平均

26.5％
（全国平均20.3％）

東北地方の消滅可能性都市

79.2％



宮城県では地元就職率が他地域に比べて低い
⇒首都圏等へ人材が流出
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働く場所がなければ人はいなくなる。

どうしたら
サスティナブルな企業を地域に創れるのか。



平成29年までに年間農業販売額100億円

平成25年～平成29年までに累積新規雇用10万人

平成29年までに年間観光客入込数2,300万人
平成29年までに新規開業率日本一

仙台経済成長デザイン
2014年2月策定

チャレンジ中小企業

ウーマノミクス

４つの
数値目標

９つの
戦略プロジェクト

スタートアップ・センダイ ウェルカム仙台・東北

インベスト・センダイ テクノロジー都市・仙
台

ウーマノミクス

まちづくり駆動型ビジネス仙台農業・
地域創造産業化クール・センダイ



量的拡大のみならず質的拡大も重視した成長

東北の中枢都市として
東北各地と経済波及効果を共有



多様な起業家が地域には必要

社会起業家

スモールビジネス
中小企業

ベンチャー企業
スタートアップ



起業支援の全体像

起業家・起業志望者

起業家のすそ野の拡大
・起業家セミナー、起業家交流会
・窓口相談、起業ワンストップ相談DAY
・SENDAI for Startups!
・SENDAI Entrepreneur Week
・SENDAI Social Innovation Night
・小中高生向け起業体験ワークショップ
・スタートアップ奨学金 他

成長支援
・ワークショップ
・資金調達支援（融資、ファンド他）
・東北サポーターネットワーク
・先輩起業家メンター事業 他

中核的起業家 域外からの起業人材の誘致
・TOHOKU IGNITION
・東北サポーターネットワーク
・スタートアップビザ

「Local First」の醸成
・スタートアップ・マルシェ
・GREEN LOOP SENDAI
・せんだいリノベーションまちづくり

成長志向の強い起業家の育成
・シードアクセラレーションプログラム
（TOHOKU ACCELERATOR）
・社会起業家アクセラレーションプログラム
（SOCIAL IGNITION Accelerator）



小さくてもいい、一歩踏み出す人を
全力でサポート



仙台市起業支援センター

“スタートアップをアシスト”
“明日、スタートしよう”

“明日のスターを生み出す”

2014年1月オープン





起業相談
・平日毎日相談員2名が常駐
この他に仙台市産業振興事業団の専門家や
ビジネス開発ディレクターが内容に応じて対応

・女性のための起業相談Day（週2日）

・週末・夜間の起業相談（それぞれ月1回）

・出前経営相談（現地訪問によるアドバイス）

起業・創業なんでも相談Day
・起業に関する様々な士業や専門家が
一堂に会し、起業家の相談にワンストップで対応

・中小企業診断士、行政書士、税理士、 社会保
険労務士、日本政策金融公庫、デザイナーなど

・内部講師を活用し、個別相談に誘導

・ワンポイントセミナーを開催 ・託児サービス付

POINT!

POINT!



起業家交流イベント
・ワークショップをメインとした「ミニ講座」、先輩起業家
の経験談を聞くことができる「カフェトーク」、起業家
同士の交流をメインとした「起業家交流会」を月に
1回程度開催

・同じく起業を目指す仲間づくりや先輩起業家との
交流・ネットワーキングを促進

・イベントは全て託児サービス付

起業家セミナー
・起業の段階・課題に応じたテーマ
入門編、女性向けコンセプトメイク編、
事業計画編、営業戦略編、起業実務編、
飲食店編、実践編

・女性限定のセミナーを開催

・内部講師を活用し、受講者を個別相談に誘導

・セミナーは全て託児サービス付

POINT!

POINT!



先輩起業家メンター事業
ビジネスグランプリ受賞者等が先輩起業家メンターとして登録
開業希望者に窓口・現場で実践的な助言を行います。

起業家が起業家を
生み出すエコシステム

セミナー、交流会

窓口相談、
起業創業なんでも相談ＤＡＹ

出前経営相談

ビジネス
グランプリ

起業

成長した起業家
がメンター登録

実
践
的
な
助
言



SENDAI for Startups!
起業家を知り、つながる 地方最大の起業家イベント



SENDAI Entrepreneur Week
起業への憧れを創出し、起業という選択肢を東北に根付かせる



Startup Marche
スタートアップ・マルシェを通じて、仙台の街を彩る事業性と志の両⽅を兼ね備えた起業家を輩出
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遊休不動産を生かしたまちづくり
株式会社伊達の家守舎
遊休不動産や公共空間を新たな視点で
利活用したまちづくりに取り組む

コミュニティ・カフェ
Cafe nijineco
手作りドーナツカフェを経営しながら、起業家の
支援、地域コミュニティづくり活動を行う



民間学童保育施設の運営
ドリームクラブ
放課後に保護者が家庭にいない小学生への保
育事業により、働く母親をサポート

貧困家庭の子どもへの支援
NPO法人STORIA
人との関わりや体験を通して、貧困家庭の
子どもの考える力や伝える力、共感力を育
む。学生ボランティアも参加



ワイナリーを核とした地域活性
株式会社仙台秋保醸造所
農業の後継者不足など様々な問題に対し、ワイナ
リーを通じて地域資源をつなぎ、はぐくみ、地域の
活性化を促す

歩行困難な方のリハビリ支援

株式会社TESS
大学の研究成果を活用した足こぎ車いす
「COGY」を開発、脳性まひなどで歩行が困
難な⽅の回復をサポート



順位 政令市 開業率
１ 福岡市 7.42%

２ 仙台市 7.03%

３ 東京都 6.40%

４ 札幌市 6.14%

５ さいたま市 6.06%

新規開業率は福岡市に次いで

第2位

＜出典：H28年経済センサス活動調査確報_第30表より仙台市作成＞





東北全域＋東京
説明会239名
121プラン



東北全域＋東京から
15チームを採択



アクセラレーションプログラムとは？

起業活動という答えの無い世界に
ある一定の期間（数週間から数ヶ月）

メンターや仲間・レクチャーから気づきを得て
一緒に事業を創り上げ・急成長するための

個別集中支援プログラム









東北グロースアクセラレーター

- 東北から創る、新しい世界 -

この地域がこれからも続いていくかどうかは

あなたの挑戦にかかっている



東北グロースアクセラレーターのゴール

東北から、社会や地域の課題を解決しながら、

事業性と社会性を両立し、

世界に挑戦するような

大きな事業を生み出していく



大きな事業を創るなら……

東北から東北を変える

東北から世界を変える



Local to Local

日本の地⽅の課題は
海外の地⽅の課題に通じる



東北グロースアクセラレーター

東北から世界を変える

まず東北から始める
ために



目の前の社会課題に対して
誰かのために、地域のために、という想いを持って

一歩踏み出す人を全力でサポート



東北ソーシャル・イノベーションアクセラレーター

- 東北から着火する社会変革の炎 –

あなたが一歩踏み出すことで、

世界は少しでも良くなる



社会を少しでも良くしたい、誰かの課題を解決したい、という想いを、
3年後・5年後・10年後の「目標」として具体化、そこに至る「道筋」を明確化し、

メンターが伴走しながら、到達可能性を高めるプログラム













東北ソーシャル・イノベーションアクセラレーターのゴール

東北から、社会や地域の課題を解決しながら、

事業性と社会性を両立し、

社会を少しでもよくするロールモデルとなる

起業家・企業を生み出していく



「東北から、世界は変えられると思う」

東北の起業家の成長を加速させる集中支援プログラム始動

TOHOKU GROWTH Accelerator

-東北から創る、新しい世界-

TOHOKU SOCIAL INNOVATION Accelerator

-東北から着火する社会変革の炎-



東北の起業家の成長を加速させる集中支援プログラム

・事業拡大（IPO・M&A）
・資金調達
・雇用創出
・イノベーション
「事業を拡大・成長させる」
「社会にインパクトを与える」

・Vision・Missionの言語化
・持続可能なビジネスプラン
・社会課題解決
・社会変革
「課題に気づき一歩踏み出す」
「共感の輪をひろげる」



多様な起業家を東北に生み出していく

社会起業家

スモールビジネス
中小企業

ベンチャー企業
スタートアップ



東北に住まう人々が、
これからも豊かに住み続けられる未来
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