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  2021年４月１日から 
２０２１年度                   事業報告 

   2022年３月31日まで 
 
 ２０２１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２４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、優れた技術力や経営手法等に県内の産業・経済の発
展や地域貢献を通じて“みやぎの活性化”に大きく貢献した企業に対し「七十七ビジネス
大賞」として、賞状及び奨励金を贈呈した。 
〇応募件数︓２０件 
〇贈呈先（２先） 

企業名・代表者 本社所在地 奨励金の額 
河北ライティングソリューションズ株式会社 
代表取締役社長 今野康正 

石巻市 ５０万円 

株式会社フレッシュおの 
代表取締役 小野一夫 

仙台市宮城野区 ５０万円 

 
（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・革新的な発想により新商品・サー
ビスの創出や新しいビジネスモデルの構築を目指すなど、“みやぎの活性化”に貢献した
企業等に対し「七十七ニュービジネス助成金」として、賞状及び助成金を贈呈した。 
〇応募件数︓３６件 
〇贈呈先（５先） 

企業名・代表者 本社所在地 助成金の額 
AZUL Energy株式会社 
代表取締役 伊藤晃寿 

仙台市青葉区 ２００万円 

株式会社エフアシスト 
代表取締役 藤倉修一 

仙台市若林区 ２００万円 

株式会社スーパーナノデザイン 
代表取締役社長 中田成 

仙台市青葉区 ２００万円 

中城建設株式会社 
代表取締役 結城創 

仙台市宮城野区 ２００万円 

株式会社巻組 
代表取締役 渡邊享子 

石巻市 ２００万円 
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（３）日程   
〇募集期間                          ７月  １日～ ８月３１日 
〇各審査委員による書類審査         ９月  ６日～ ９月２７日 
〇審査委員会（於 七十七銀行本店） １０月２９日 
〇贈呈式（於 江陽グランドホテル）    １１月3０日 
                        

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 

日時 2021年5月26日（水）13:30～15:00 
開催場所・方法 オンライン（YouTube Live での配信） 
講師 シブサワ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 渋澤 健氏 

演題 
「渋沢栄一の“論語と算盤”に学ぶ」 
～ポストコロナ時代における持続可能な社会と企業経営～ 

参加者 ３４５名（配信再生延べ回数） 
 
（２）セミナーの開催 

日時 2021年12月15日（水）13:30～15:00 
開催場所・方法 七十七銀行本店４階大会議室（オンライン配信併用） 

講師 

東北大学 IIS研究センター 特任准教授 五十嵐絵美氏 
東杜シーテック株式会社 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 藤田知之氏
Synｍ World株式会社 代表取締役 遠藤大樹氏 
仙台市産業振興課 主事 加藤廣康氏 
七十七銀行地域開発課 安藤邦義氏 

演題 
「東北大学 IIS研究センターの取組みについて」 
～IT を活用した地域企業の課題解決支援～ 

参加者 会場参加２５名、オンライン参加１２名 
 

（３）相談事業 
創業支援・中小企業支援団体等の外部専門機関との連携に努め、ニュービジネス

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。 
 
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 

自治体や大学、公的支援機関等の創業支援や企業の経営課題の克服に向けた
支援内容等について調査し、情報誌等で発信を行った。 
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（２） 刊行事業 
情報誌「七十七ビジネス情報」を第９３号から第９６号まで以下の内容で発行し、企

業経営者等を中心に無償で配付した。 
①七十七ビジネス情報 第９３号 
発行日 ２０２１年４月２１日 
部数 ３，３００部 
<記事構成> 
・視点 

 
コロナ禍とどう向き合うか︖  
公益社団法人仙台中法人会 会長 島田 博雄 氏 

・企業インタビュー 第23回七十七ビジネス大賞受賞企業インタビュー 
株式会社喜助 代表取締役社長 大川原 潔 氏 

・企業インタビュー 第23回七十七ニュービジネス助成金受賞企業インタビュー 
株式会社ミツイ 代表取締役社長 金沢 和樹 氏 

・講演録 「ビジネスにおける勝者の思考法」 
 ～勝つリーダー、負けるリーダー～ 
スポーツジャーナリスト 二宮 清純 氏 

・セミナー録 「産学官連携セミナー」 大学を活用しませんか︖ 
東北大学電気通信研究所 特任教授（運営） 
産学官連携推進室長 荘司 弘樹 氏 

・クローズアップ 令和３年度経済商工観光部の基本方針 
宮城県経済商工観光部富県宮城推進室 

・私の趣味 少年少女発明クラブものづくり教室 
一般社団法人宮城県発明協会 会長 髙橋 昌勝 氏 

 
②七十七ビジネス情報 第９４号 
発行日 ２０２１年７月２１日 
部数 ３，１００部 
<記事構成> 
・視点 

 
「変革期に求められるリーダーシップ」 
東北大学大学院経済学研究科教授 
地域イノベーション研究センター長 藤本 雅彦 氏 

・企業インタビュー 第23回七十七ビジネス大賞受賞企業インタビュー 
サンケミファ株式会社 代表取締役 照井  潤 氏 

・企業インタビュー 第23回七十七ニュービジネス助成金受賞企業インタビュー 
株式会社Ｃ＆Ａ 代表取締役社長 鎌田  圭 氏 

・講演録 渋沢栄一の“論語と算盤”に学ぶ 
～ポストコロナ時代における持続可能な社会と企業経営～ 
ｼﾌﾞｻﾜ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ株式会社 代表取締役 渋澤健氏 

・クローズアップ 令和３年度仙台市の地域経済施策について 
仙台市経済局産業政策部経済企画課 
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・クローズアップ 地域金融機関が取り組む人材紹介業務の活用について 
公益財団法人七十七ビジネス振興財団 

・私の趣味 料理の楽しみ 
日本銀行 仙台支店長 大山 慎介 氏 

 
③七十七ビジネス情報 第９５号 
発行日 ２０２１年１０月２０日 
部数 ３，１００部 
<記事構成> 
・視点 

 
グリーンなイノベーションを︕ 
東北工業大学 学長 渡邉 浩文 氏 

・企業インタビュー 第23回七十七ニュービジネス助成金受賞企業インタビュー 
東杜シーテック株式会社 代表取締役 本田 光正 氏 

・企業インタビュー 第23回七十七ニュービジネス助成金受賞企業インタビュー 
パワースピン株式会社 代表取締役社長 政岡  徹 氏 
              取締役ＣＴＯ  遠藤 哲郎 氏 

・企業インタビュー 第23回七十七ニュービジネス助成金受賞企業インタビュー 
株式会社ﾗﾎﾟｰﾙﾍｱ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ 代表取締役 早瀬 渉 氏 

・クローズアップ 仙台市ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ（DX）推進計画について 
公益財団法人七十七ビジネス振興財団 

・私の趣味 景観照明の普及活動から夜景探訪へ 
東北緑化環境保全株式会社 取締役社長 宮本保彦氏 

 
④七十七ビジネス情報 第９6号 
発行日 ２０２２年１月４日 
部数 ３，2００部 
<記事構成> 
・巻頭言 

 
「持続可能性のある豊かな社会の実現に向けて」 
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24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紹介 

・クローズアップ 七十七銀行と連携した東京証券取引所の東北での IPO
支援について 
株式会社東京証券取引所上場推進部課長 宇壽山 図南氏 

・私の趣味 至福のお風呂時間 
株式会社仙台三越 代表取締役社長 石塚 由紀 氏 
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（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・セミナー等の事業

内容、情報誌の内容および財団の概要等を中心に構成。 
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

の活用を行った。 
 
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 ２０２１年度末賛助会員（７社） 

賛助会員名 賛助会費 
七十七リサーチ＆コンサルティング株式会社 ２０万円 
七十七証券株式会社 ２０万円 
七十七信用保証株式会社 ２０万円 
宮城商事株式会社 ２０万円 
株式会社七十七カード ２０万円 
七十七リース株式会社 ２０万円 
七十七キャピタル株式会社 ２０万円 

 
② 賛助会員懇談会の開催 
・ 日 時 ２０２１年１１月２４日（水）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、仙台市をはじめとする県

内地方公共団体や中小企業支援機関、地元大学・研究機関と交流を図り、情報
交換と更なる連携強化に努めた。 

 
５．理事会および評議員会に関する事項 
（１）理事会 

開催日時 出席者数 議案内容 
2021年 5月 17日 理事 7名 

監事２名 
＜議案＞ 
第 1号議案  
評議員会に提出する「2020 年度事業報告及び
決算」について 
第２号議案 
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「審査委員」の選任について 
第 3号議案 
「定時評議員会」招集の決定について 
＜報告事項＞ 
・代表理事の職務執行の状況について 
・業務執行理事の職務執行の状況について 

2022年 3月 23日 理事 6名 
監事２名 

＜議案＞ 
第 1号議案  
2022年度事業計画の承認について 
第２号議案 
2022年度収支予算の承認について 
第 3号議案 
「審査委員」の選任について 
＜報告事項＞ 
・代表理事の職務執行の状況について 
・業務執行理事の職務執行の状況について 

 
（２）評議員会 

開催日時 出席者数 議案内容 
2021年６月 3日 評議員 5名 

理事  ２名 
監事  ２名 

＜議案＞ 
第 1号議案  
「2020年度決算」について 
＜報告事項＞ 
・「2020年度事業報告」について 
・「2021年度事業計画及び収支予算」について 

 
（３）役員等について 

①審査委員の選任について 
２０２１年５月１７日開催の定例理事会において、審査委員として以下の１

名が選任され就任した。 
（敬称略） 

・ 村上 薫（仙台市経済局長） 
（任期︓２０２１年６月１日～２０２２年３月３１日まで） 

   ②審査委員の選任について 
      ２０２２年３月２３日開催の定例理事会において、審査委員として以下の

９名が選任され就任した。 
      （敬称略） 

・ 藤本 雅彦（東北大学大学院経済学研究科教授） 
・ 千葉 隆政（宮城県経済商工観光部長） 
・ 村上 薫（仙台市経済局長） 
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・ 今野 薫（仙台商工会議所専務理事） 
・ 青沼 廣利（一般社団法人みやぎ工業会専務理事） 
・ 齋藤 幹治（公益財団法人東北活性化研究センター専務理事） 
・ 鹿又 久孝（河北新報社取締役広告担当営業局長） 
・ 大﨑 博之（公益財団法人みやぎ産業振興機構トップマネジメントアドバイザー） 
・ 茂田井 健太郎（七十七銀行地域開発部長） 
（任期２０２２年４月１日～２０２４年３月３１日まで） 

以 上 
 

本事業報告の附属明細書について 
 ２０２１年度事業報告には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施
行規則第３４条第３項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」がな
いため、附属明細書は作成しておりません。 


