
　１．コロナ対策支援施策

機関名 Ｎｏ．

中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金） https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

https://www.tohoku.meti.go.jp/saigai/topics/211116.html

連絡先　企業成長支援課

022-221-4807

セーフティネット資金（保証４号） https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/

　県制度融資による資金繰り支援。

　原則として最近１か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後

２か月を含む３か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる

方が対象。（市町村長の認定が必要）

【融資限度額】8,000万円　　【償還期間】10年（据置2年）以内

【利率】1.30%　　【保証料】0.50%

連絡先　経済商工観光部商工金融課

℡:022-211-2744

セーフティネット資金（保証５号） https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/

　県制度融資による資金繰り支援。

　指定業種に属する事業を行っており、最近３か月の売上高等が前年同期に比して5%以上

減少している方が対象。（市町村長の認定が必要）

【融資限度額】8,000万円　　【償還期間】10年（据置2年）以内

【利率】1.30%　　【保証料】0.50%

連絡先　経済商工観光部商工金融課

℡:022-211-2744

災害復旧対策資金 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/

　県制度融資による資金繰り支援。

　最近１か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して10%以上減少していること。（市

町村長等の認定が必要）

【融資限度額】一災害5,000万円　　【償還期間】10年（据置2年）以内

【利率】年1.60%以内　　【保証料】0.45～1.00%

連絡先　経済商工観光部商工金融課

℡:022-211-2744

宮城県新型コロナウイルス「支援ナビ」
https://miyagi-

pref.covid19.supportnavi.jp/

新型コロナウイルス感染症に関する支援情報をいつでもどこでも簡単に探せます。 連絡先　経済商工観光部中小企業支

援室

℡:022-211-2745

飲食店感染予防環境整備支援事業 https://www.miyagi-inshoku-hojo.jp/

「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」に基づく認証を取得するためアクリル板や換気設備の導入

等を行う中小企業者等を支援します。

補助率：10/10

上限額：10万円/店舗　下限額：5万円/店舗

連絡先　経済商工観光部商工金融課

℡:022-211-2746

宮城県中小企業等事業再構築支援補助金（上乗せ補助） https://miyagi-chusho-saikochiku.jp/

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした新しい行動・生活様式の浸透など、ポストコ

ロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開、事業転換などの事業

再構築を支援します。

連絡先　宮城県中小企業等事業再構

築支援補助金事務局

℡:022-797-3511

セーフティネット保証関連融資にかかる信用保証料補給
https://www.city.sendai.jp/kikakushi

en/korona-hosyoryohokyu.html

感染症の影響を受けた中小企業者が、本市の対象制度融資により資金調達を行った際の信

用保証料を補給します。

連絡先　経済局産業政策部企業支援

課

℡:022-214-7338

セーフティネット保証等関連融資

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者の方へ、一般保証とは別枠の保

証が適用される金融支援を行います。

連絡先　経済局産業政策部地域産業

支援課

℡:022-214-1003

新型コロナ対策資本性劣後ローン連動型給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、日本政策金融公庫または商工組合中央金庫による

新型コロナ対策の資本性劣後ローンと民間金融機関からの協調融資により、財務体質の強化

と資金繰り改善に取り組む事業者に対し、給付金を支給します。

連絡先　経済局産業政策部地域産業

支援課

℡:022-214-1003

地域産業応援金
https://www.city.sendai.jp/kikakushi

en/ouenkin.html

連絡先　経済局産業政策部中小企業

支援課

℡:022-214-7329

中小企業チャレンジ補助金

https://www.city.sendai.jp/kikakushi

en/challengehojokin/jigyougaiyou.ht

ml

新型コロナウイルス感染症による社会の変化に対応するため、新たな商品やサービスの開発、新

分野展開などに取り組む市内の事業者を支援し、地域経済を牽引する事業の創出を図りま

す。

連絡先　経済局産業政策部中小企業

支援課

℡:022-214-7338

若者就労・定着支援事業
https://www.city.sendai.jp/koyotaisa

ku/wakamonosyurou.html
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ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための中小企業等の思い切った事

業再構築を支援します。

国の生産性革命推進事業や事業再構築補助金等の活用、経営力向上計画・経営革新計

画・事業継続力強化計画を作成する市内事業者に地域産業応援金を支給します。
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マッチング・商談会
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コロナ禍により就職が困難な状況におかれた新卒者や内定取り消し者、就職先が決まらずに非

正規雇用で働いている者や職を失った若者等の正規雇用につなげることを目的として、合同企

業説明会等のマッチングイベントを開催し、地元企業の人材確保、地域経済の活性化を図りま

す

連絡先　経済局産業政策部商業・雇

用支援課

℡:022-214-1007

就職氷河期世代就職支援事業 https://www.sendai-shine.jp/

就職氷河期世代の主に非正規雇用の方などを対象に、スキルアップ研修、マッチングイベント等

を開催し、国や県等と連携して正規雇用につなげることで地元企業の人材確保、地域経済の

活性化を図ります。

連絡先　経済局産業政策部商業・雇

用支援課

℡:022-214-1007

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業（仙台　感染症拡大防止・地

域経済循環プロジェクト）

https://www.city.sendai.jp/kikakushien/coron

a2020/kezaishien/jigyosya/kansenyoboutaisak

u.html

プロフェッショナル人材活用による中小企業の課題解決支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により企業を取り巻く事業環境が厳しさを増す中、自社の経

営資源だけでは経営課題の解決が難しい市内の中小企業と外部の優れたビジネススキルを持

つプロフェッショナル人材をマッチングし、その優れたノウハウを提供することで、中小企業の課題解

決を図ります。

連絡先　経済局産業政策部中小企業

支援課

℡：022-214-7338

コロナ対応型成長企業支援

コロナ禍による消費行動・消費者ニーズの激変に対応するため新規事業や業態転換など既存の

ビジネス手法の変更・改善に果敢に挑戦する意欲のある事業者を複数の専門家によるアドバイ

スをはじめ仙台市内の中小企業の活性化を目的に「100年続くブランド」を構築するため複数の

専門家によるチーム支援「新商品/新サービス開発支援」や、中小企業でのデジタル導入や自

社サイト分析の仕方などデジタルマーケティングに特化したセミナーを行います。

連絡先　経営支援部経営支援課

℡:022-724-1122

仙台市中小企業応援窓口 https://www.siip.city.sendai.jp/ouen/

動画

https://youtu.be/9c9e2YjxeTA

連絡先　経営支援部経営支援課

℡:022-724-1122

オンライン起業相談 https://www.siip.city.sendai.jp/assista/

ビデオ会議システムZoomによるオンライン方式での起業相談を行います。仙台市起業支援セン

ターアシ☆スタの起業相談申込フォームからお申込み下さい。ご入力いただいたメールアドレスに、

相談日時やZoomミーティングURL等を記載したご案内をお送りします。ご案内メールに沿って、

オンライン相談のご準備をお願いいたします。

※開催当日、利用環境等をご準備いただけない場合は、オンライン相談を中止することがござい

ます。

連絡先　起業支援センター

起業支援課

℡:022-724-1124

事業継続力強化支援事業（経営の強靭化を支援）
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/ky

oujinnka/index.html

動画

https://youtu.be/5Xdu1-JqiIc

連絡先　企業支援部企業支援課

℡:022-716-1751

新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業 https://tokubetsu-riho.jp/

公的金融機関（日本政策金融公庫、商工中金等）による新型コロナウイルス感染症特別貸

付等や都道府県制度融資(民間金融機関)への利子補給により、実質的に無利子化をいたし

ます。

連絡先　新型コロナウイルス感染症特別

利子補給制度事務局

℡:0570-060515

生産性革命推進事業に係る支援（ものづくり補助金・持続化補助金・IT導

入補助金）
https://seisansei.smrj.go.jp/#fh5co-blog-section

生産性向上や制度変更への取組に対し、設備投資、販路開拓、IT導入等を一体的に支援し

するための３つの補助金をご用意しています。通年での公募となるため、十分な準備をした上

で、都合の良いタイミングで、申請・事業実施が可能です。

また、新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中で、３つの補助金に「低感染リスク型ビ

ジネス枠」を新たに設け、現下及びポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向け

た中小企業等の取組を支援します。

連絡先　生産性革命推進事業に係るお

問合せコールセンター

℡:03-6837-5929

ここからアプリ（情報提供サイト） https://ittools.smrj.go.jp/

動画

https://youtu.be/VEe9JJON7AU

連絡先　連携支援部連携支援課

℡:022-399-9058

IT経営簡易診断（IT戦略立案ツール）
https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/dia

gnosis/index.html

連絡先　経済局産業政策部経済企画

課

℡:022-214-8275

仙台市 1－16

中小・小規模事業者が抱える生産性向上に関する経営課題を、IT導入により解決に導くため

の情報提供サイト。実際に多くの中小企業者に活用されているビジネスサポートアプリ（170以

上）のほか、IT導入の事例紹介動画、記事等を充実し、IT導入の参考としていただけるサイト

です。

仙台市産業振興事
業団

1－19

中小企業基盤整備
機構東北本部
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新型コロナウイルス感染症により特に大きな影響を受けている中小企業、小規模事業者等の経

営等に関する課題に対応し、地域経済の安定に資する事を目的に応援窓口を開設し、ワンス

トップで対応します。
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仙台市
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自然災害や感染症の事前対策の取組みを行う中小企業に、「事業継続力強化計画」の策定

を通して経営を「強靱化」する支援を行います。具体的には自然災害、感染症等の事前の対策

の知見をもつ支援人材を企業に無料で派遣して、自然災害や新型コロナウイルスを含む感染症

等へ備えるための計画策定へのアドバイスを行います。
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感染症の拡大防止と地域経済の循環を両立するため、令和2年度から仙台商工会議所及び

みやぎ仙台商工会と連携して実施している「仙台　感染症拡大防止・地域経済循環プロジェク

ト」について、ポスター・ステッカー・ガイドブック・動画を活用した周知広報を行います。
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専門家によるアドバイス

セミナー・研修

補助金・助成金等

専門家によるアドバイス

セミナー・研修

専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

マッチング・商談会等

情報提供

補助金・助成金等

情報提供

専門家によるアドバイス
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動画

https://youtu.be/nV06z0aL5AY

連絡先　企業支援部企業支援課

℡:022-716-1751

デジタル化応援隊事業
https://digitalization-support.jp/

経営相談アドバザー派遣事業（支援機関への専門家派遣）
https://www.smrj.go.jp/covid19/cons

ulting/#hands-on

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・ 小規模事業者の経営相談対応等を実施す

る支援機関等に対し 、中小企業診断士、 税理士 、 企業経営や店舗経営の経験者等の

専門家を無料で派遣 し、経営相談会を連携して開催します。

連絡先　連携支援部連携支援課

℡:022-399-9058

IT・経営の専門家が無料で企業を３回訪問し、経営課題や業務課題を全体最適の視点から

見える化したうえで、IT活用による改善計画案の提案やIT活用に役立つ情報を提供させていた

だく事業です。

ITの導入・定着を目指す中小企業の皆さまに、IT分野のスキルや専門知識のある専門家をご

紹介するとともに、専門家の謝金の一部を当機構が負担することで、リーズナブルにIT導入・定

着までのサポートを受けていただける支援制度てす。

※令和3年度の事業詳細は今後決定予定

中小企業基盤整備
機構東北本部
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動画

https://youtu.be/hI-ox45YrrI
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専門家によるアドバイス

専門家によるアドバイス

補助金・助成金等
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