
緊急事態宣言による影響を緩和！
一時支援金

給付金

一時支援金相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
フリーダイヤル　０１２０－２１１－２４０、  ＩＰ電話等　０３－６６２９－０４７９
※受付時間：全日８：３０～１９：００（土日祝日含む）
詳細は、一次支援金特設サイトよりご確認ください。
ＵＲＬ：https://ichijishienkin.go.jp/

2021年1月に11都府県を対象に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売り
上げが50％以上減少した中小法人・個人事業者を支援する制度です。

対象者

下記条件を満たす事業者
 ・ 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
 ・ ２０１９年比または２０２０年比で、２０２１年の１月、２月または３月の売り上げが５０％以上減少していること。
※条件を満たす場合、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

お問い合わせ

給付額 中小法人等　上限６０万円、  個人事業者等　上限３０万円

支援施策情報
新型コロナウイルス感染症関連
飛翔2021年4月別冊号

新型コロナウイルスの影響を受けている企業を対象とした、政府による新
たな支援施策が打ち出されています。本別冊号では、資金繰りや販路開拓
等の分野で、中小企業や小規模事業者が利用可能な施策をご紹介します。

※本特集に掲載している内容は3月25日時点の情報です。
　申請の際は、当所ホームページ等で最新情報をご確認ください。

問 経営支援グループ  ℡ 022－２６５－８１２７
新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの皆さんは、仙台商工会議所相談窓口へお問い合わせください。

コロナ禍での従業員の雇用維持を支援！
雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

助成率 休業手当等に対する助成率：大企業２／３、中小企業４／５
解雇等を行わない場合の助成率：大企業３／４、中小企業１０／１０

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出
向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。

主な特例措置

お問い合わせ

●雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が、６カ月未満の労働者も助成対象となる
●雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象となる　など

宮城労働局 職業対策課　０２２－２９９－８０６３ ※受付時間：平日８：３０～１７：１５
詳細は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
ＵＲＬ ： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

助成金

従業員やお客さまへの対策呼
び掛けに活用いただける「感
染 防 止  想いやり宣 言ポス
ター」や「食事（外食）を楽しむ
時 に 気 を 付
ける７つのこ
と」などはこち
らからご覧く
ださい。 https://www.sendaicci.or.jp/corona-pj.html

安全・安心な生活と経済循環に向けて
従業員やお客さまへも呼び掛けながら
感染症対策を徹底・継続しましょう！

仙台商工会議所では、当所会員事業所の方を対象に、本支援金申請に係る事前確認を行っています。
希望される方は、特設サイトをご確認いただき、必要書類・申請ＩＤ等をご準備の上、下記までお申し込みください。
お申し込み：仙台商工会議所　経営支援グループ　０２２－２６５－８１２７ ※受付時間 ： 平日9：0０～１7：００

時短要請等で影響を受けた事業者、それに関連する事業者を支援！
仙台市時短要請等関連事業者支援金

宮城県による営業時間短縮の協力要請や国のＧｏＴｏキャンペーン停止の影響、２０２１年３月に発令された宮城県・仙台市による独自の
緊急事態宣言の影響を受け、売り上げが減少した仙台市内の事業者を支援する制度です。

給付金

問い合わせフォーム
締め切り ２０２１年５月３１日（月）

※電子申請のみの受け付け。ご自身で電子申請を行うことが困難な場合は「申請サポート会場」の利用が可能です。

小規模事業者の資金調達を公的融資制度でサポート！
小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

仙台商工会議所 経営支援グループ  ０２２－２６５－８１２７  ※受付時間：平日９：００～１７：0０
対象要件等の詳細は、仙台商工会議所ホームページよりご確認ください。
ＵＲＬ：https://www.sendaicci.or.jp/management-consul/shikin.html

利　　率
（２０２１年３月１日現在）

融資限度額 一般枠 ： ２，０００万円、  新型コロナウイルス対策別枠 ： １，０００万円
一般枠 ： 運転１．２１％、 設備資金０．７１％　　新型コロナウイルス対策別枠 ： 運転０．３１％、 設備０．３１％

商工会議所を通して、日本政策金融公庫から無担保・無保証・低金利の融資を受けられる制度です。新型コロナウイルスの影響を受けている
事業者を対象に、一般枠よりも低金利で、国から３年間利子補給を受けることができる「新型コロナウイルス対策別枠」も設けられています。

※設備資金は、従業員の雇用維持・拡大をする場合に上記金利となる。別枠利率は当初３年間。その後は、運転１．２１％、設備０．７１％。
※別枠適用要件：最近1カ月の売上高が、前年または前々年同期と比較して5％以上減少している小規模事業者。

お問い合わせ

返済期間 運転資金：７年以内、 設備資金：１０年以内

借入金

https://www.sendaicci.or.jp/management-consul/senmonka.html
※ご相談は予約制となります。各専門家のスケジュールを当所ホームページよりご確認の上、お申し込みください。

専門家が皆さまの経営を全力でサポートします！
当所経営相談窓口では、各分野の専門家がさまざまな経営課題の解決に向けて、無料でサポートしています。

菅井 喜悦
中小企業診断士

米田 正美
中小企業診断士・税理士

田中 宏司
中小企業診断士

高木 順
中小企業診断士・ＩＴコーディネータ

米田 貴光
税理士

八島 徳子
税理士・公認会計士

佐藤 和仁
税理士

曽我 陽一
弁護士

遊佐 慎一郎
社会保険労務士・司法書士・行政書士

赤間 公太郎
ＷＥＢコンサルタント

眞里谷 理恵
中小企業診断士

以下の要件を満たす事業者
【関連事業者（時短要請対象者以外）の方】
●２０２０年１２月から２０２１年４月のいずれかひと月の売り上げが、前年同月比で３０％以上減少していること。
●以下のいずれかを満たしていること。
　・ 県による営業時間短縮の協力要請による影響を受けていること。
　・ ＧｏＴｏキャンペーンの停止による影響を受けていること。
　・ 宮城県・仙台市による独自の緊急事態宣言による影響を受けていること。

【時短要請対象者の方】
２０２０年１２月から２０２１年４月のいずれかひと月の売り上げが、前年同月比５０％以上かつ
１５０万円以上減少していること。

時短要請等関連事業者支援金事務局　０２２－２６３－８８３３
※受付時間：平日９:００～１７:００
詳細は仙台市ホームページよりご確認ください。
URL : https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kanrenjigyosyashienkin.html

対象者

給付額

関連事業者： 減少率が５０％以上　法人 最大３０万円　個人事業主 最大１５万円
 減少率が３０％以上５０％未満　法人 最大２０万円　個人事業主 最大１０万円
時短要請対象者： 減少額が３００万円以上　法人 ５０～１２０万円　個人事業主 ２５～６０万円
  減少額が１５０万円以上３００万円未満　法人 ２０万円　個人事業主 １０万円

お問い合わせ

締め切り ２０２１年5月１4日（金）　※当日消印・窓口提出有効



今回ご紹介した各補助金の電子申請は、電子申請システム「Ｊグランツ」での受け付けとなりま
す。システムの利用には、「ＧビズＩＤプライムアカウント」が必要です。現在、アカウント取得には
３週間以上かかりますので、未取得の方はお早めにご登録ください。

上記各補助金の電子申請には「ＧビズＩＤプライムアカウント」が必要です！
ＧビズＩＤ

ホームページ

新製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資等を支援！
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 【一般型】

ものづくり補助金事務局サポートセンター　０５０－８８８０－４０５３
受付時間：平日１０：００～１７：００
詳細は、ものづくり補助金総合サイトよりご確認ください。

対象者 中小企業、小規模事業者等

補助額 補助率１／２以内（小規模事業者・低感染リスク型ビジネス枠：２／３以内）で上限１，０００万円

生産性向上に資する革新的なサービス・試作品の開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部が補助される制度です。

お問い合わせ

補助金

テレワークや業務効率化のためのITツール導入を支援！
ＩＴ導入補助金

対象者 中小企業、小規模事業者等

対象者
○本店を仙台市内に置いている中小企業。
○住民登録が仙台市内の個人事業者。
○主たる事務所を仙台市内に置いているその他法人。

補助額 通常枠 ： 補助率１／２以内で３０～４５０万円
低感染リスク型ビジネス枠 ： 補助率２／３以内で３０～４５０万円

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業　コールセンター
ナビダイヤル　０５７０－６６６－４２４、 ＩＰ電話等　０４２－３０３－９７４９
※受付時間：平日９：３０～１７：３０
詳細は、ＩＴ導入補助金２０２１特設サイトよりご確認ください。

ＩＴツール導入による業務効率化等を支援する制度です。

お問い合わせ

補助金

持続化補助金、ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金は
「仙台市地域産業応援金」の対象補助金です！

※国の対象補助金：小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、ＩＴ導入補助金

国の生産性革命推進事業に係る各補助金の交付決定や、経営力向上計画・経営革新計画の認定・承認を受けた仙台市内の事業者に、
仙台市から「地域産業応援金」が支給されます。申請方法等の詳細は、公表され次第、当所ホームページ等でお知らせします。

給付額
交付決定額によって

金額が変動

国の対象補助金（※）の場合：
　○５０万円未満の場合：１０万円
　○５０万円以上５００万円未満の場合：２０万円
　○５００万円以上の場合：５０万円
経営力向上計画・経営革新計画の認定・承認を受けた場合：１０万円

経済社会の変化に対応するための思い切った事業再構築を支援！
事業再構築補助金

○申請前の直近６カ月間のうち、任意の３カ月の合計売上高が、コロナ以前の同３カ月の合計売上高と
比較して１０％以上減少している中小企業等。

○事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小
企業等。

○補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均３．０%(一部５．０％)以上増加、または従業員１
人当たり付加価値額の年率平均３．０%(一部５．０％)以上増加の達成。

※上記の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等で影響を受けたことにより、
２０２１年１～３月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で３０％以上減少している場合、地域や業種を問
わず「緊急事態宣言特別枠」の利用が可能。

対象者

ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するための、企業の新分野展開や業態転換、事業再編またはこれらの取り組
みを通じた規模の拡大等を支援する制度です。

補助額

中小企業 通常枠 ： 補助率２／３以内で１００万円～６，０００万円
 卒業枠 ： 補助率２／３以内で６，０００万円超～１億円
中堅企業 通常枠 ： 補助率1／2以内で１００万円～８，０００万円
  （４，０００万円超は補助率１／３以内）
 グローバルＶ字回復枠 ： 補助率1／2以内で８，０００万円超～１億円
緊急事態宣言特別枠 ： 従業員数５人以下 ： １００万円～５００万円
  従業員数６～２０人以下 ： １００万円～１，０００万円
  従業員数２１人以上 ： １００万円～１，５００万円
  補助率　中小企業３／４、中堅企業２／３

補助金

（ ）

地道な販路開拓、生産性向上等の取り組みを補助！
小規模事業者持続化補助金 【一般型・低感染リスク型ビジネス枠】

仙台商工会議所 経営支援グループ　０２２－２６５－８１２７ ※受付時間：平日９：0０～１７：0０

日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局
一般型：０３－６７４７－４６０２ ※受付時間：平日９：３０～１２：００、１３：００～１７：３０
詳細は、小規模事業者持続化補助金特設サイトよりご確認ください。
一般型：https://r1.jizokukahojokin.info/
※締め切り直前の時期は大変混み合います。申請書類等に関するご相談は、締め切りの３週間前を目安に、なる
　べくお早めにご来所ください。

対象者 仙台商工会議所管内（旧仙台市内）の小規模事業者

小規模事業者の地道な販路開拓等のための取り組み、社会経済の変化を踏まえた新たなビジネスや生産プロセスの導入等の取り組み、ま
た、その取り組みに資する感染防止対策への投資を支援する制度です。

補助額
一般型：補助率２／３以内で上限５０万円
低感染リスク型ビジネス枠 ：  補助率３／４以内で上限１００万円
※低感染リスク型ビジネス枠では、補助金総額の１／４以内（最大２５万円）を感染防止対策費に充当可能。

一般型

お問い合わせ

補助金

ＵＲＬ：https://www.it-hojo.jp

ＵＲＬ：https://portal.monodukuri-hojo.jp/

公募締め切り
（直近のスケジュール）

２０２１年５月１4日（金）１７：００（予定）
※「Ｊグランツ」を利用した電子申請のみでの受け付け。

公募締め切り
（直近のスケジュール）

２０２１年５月１３日（木）１７：００
※「Ｊグランツ」を利用した電子申請のみの受け付け。

本補助金の事業再構築指針等の最新情報は、経済産業省ホームページよりご確認ください。
ＵＲＬ： https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

公募締め切り 未定 ※公表され次第、当所ホームページ等でお知らせします。
※「Ｊグランツ」を利用した電子申請のみでの受け付け。

※郵送（締め切り日当日消印有効）もしくは「Ｊグランツ」を利用した電子申請での受け付け（低感染リスク型ビジネス枠は電子申請のみの受け付け）。

公募締め切り
（直近のスケジュール）

一般型：２０２１年６月４日（金）
低感染リスク型ビジネス枠 ： 未定 ※公表され次第、当所ホームページ等でお知らせします。



今回ご紹介した各補助金の電子申請は、電子申請システム「Ｊグランツ」での受け付けとなりま
す。システムの利用には、「ＧビズＩＤプライムアカウント」が必要です。現在、アカウント取得には
３週間以上かかりますので、未取得の方はお早めにご登録ください。

上記各補助金の電子申請には「ＧビズＩＤプライムアカウント」が必要です！
ＧビズＩＤ

ホームページ

新製品・サービス開発や生産プロセス改善のための設備投資等を支援！
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 【一般型】

ものづくり補助金事務局サポートセンター　０５０－８８８０－４０５３
受付時間：平日１０：００～１７：００
詳細は、ものづくり補助金総合サイトよりご確認ください。

対象者 中小企業、小規模事業者等

補助額 補助率１／２以内（小規模事業者・低感染リスク型ビジネス枠：２／３以内）で上限１，０００万円

生産性向上に資する革新的なサービス・試作品の開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資等の一部が補助される制度です。

お問い合わせ

補助金

テレワークや業務効率化のためのITツール導入を支援！
ＩＴ導入補助金

対象者 中小企業、小規模事業者等

対象者
○本店を仙台市内に置いている中小企業。
○住民登録が仙台市内の個人事業者。
○主たる事務所を仙台市内に置いているその他法人。

補助額 通常枠 ： 補助率１／２以内で３０～４５０万円
低感染リスク型ビジネス枠 ： 補助率２／３以内で３０～４５０万円

サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業　コールセンター
ナビダイヤル　０５７０－６６６－４２４、 ＩＰ電話等　０４２－３０３－９７４９
※受付時間：平日９：３０～１７：３０
詳細は、ＩＴ導入補助金２０２１特設サイトよりご確認ください。

ＩＴツール導入による業務効率化等を支援する制度です。

お問い合わせ

補助金

持続化補助金、ものづくり補助金、ＩＴ導入補助金は
「仙台市地域産業応援金」の対象補助金です！

※国の対象補助金：小規模事業者持続化補助金、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、ＩＴ導入補助金

国の生産性革命推進事業に係る各補助金の交付決定や、経営力向上計画・経営革新計画の認定・承認を受けた仙台市内の事業者に、
仙台市から「地域産業応援金」が支給されます。申請方法等の詳細は、公表され次第、当所ホームページ等でお知らせします。

給付額
交付決定額によって

金額が変動

国の対象補助金（※）の場合：
　○５０万円未満の場合：１０万円
　○５０万円以上５００万円未満の場合：２０万円
　○５００万円以上の場合：５０万円
経営力向上計画・経営革新計画の認定・承認を受けた場合：１０万円

経済社会の変化に対応するための思い切った事業再構築を支援！
事業再構築補助金

○申請前の直近６カ月間のうち、任意の３カ月の合計売上高が、コロナ以前の同３カ月の合計売上高と
比較して１０％以上減少している中小企業等。
○事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小
企業等。
○補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均３．０%(一部５．０％)以上増加、または従業員１
人当たり付加価値額の年率平均３．０%(一部５．０％)以上増加の達成。

※上記の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等で影響を受けたことにより、
２０２１年１～３月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年の同月比で３０％以上減少している場合、地域や業種を問
わず「緊急事態宣言特別枠」の利用が可能。

対象者

ポストコロナ・ウィズコロナ時代における経済社会の変化に対応するための、企業の新分野展開や業態転換、事業再編またはこれらの取り組
みを通じた規模の拡大等を支援する制度です。

補助額

中小企業 通常枠 ： 補助率２／３以内で１００万円～６，０００万円
 卒業枠 ： 補助率２／３以内で６，０００万円超～１億円
中堅企業 通常枠 ： 補助率1／2以内で１００万円～８，０００万円
  （４，０００万円超は補助率１／３以内）
 グローバルＶ字回復枠 ： 補助率1／2以内で８，０００万円超～１億円
緊急事態宣言特別枠 ： 従業員数５人以下 ： １００万円～５００万円
  従業員数６～２０人以下 ： １００万円～１，０００万円
  従業員数２１人以上 ： １００万円～１，５００万円
  補助率　中小企業３／４、中堅企業２／３

補助金

（ ）

地道な販路開拓、生産性向上等の取り組みを補助！
小規模事業者持続化補助金 【一般型・低感染リスク型ビジネス枠】

仙台商工会議所 経営支援グループ　０２２－２６５－８１２７ ※受付時間：平日９：0０～１７：0０

日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局
一般型：０３－６７４７－４６０２ ※受付時間：平日９：３０～１２：００、１３：００～１７：３０
詳細は、小規模事業者持続化補助金特設サイトよりご確認ください。
一般型：https://r1.jizokukahojokin.info/
※締め切り直前の時期は大変混み合います。申請書類等に関するご相談は、締め切りの３週間前を目安に、なる
　べくお早めにご来所ください。

対象者 仙台商工会議所管内（旧仙台市内）の小規模事業者

小規模事業者の地道な販路開拓等のための取り組み、社会経済の変化を踏まえた新たなビジネスや生産プロセスの導入等の取り組み、ま
た、その取り組みに資する感染防止対策への投資を支援する制度です。

補助額
一般型：補助率２／３以内で上限５０万円
低感染リスク型ビジネス枠 ：  補助率３／４以内で上限１００万円
※低感染リスク型ビジネス枠では、補助金総額の１／４以内（最大２５万円）を感染防止対策費に充当可能。

一般型

お問い合わせ

補助金

ＵＲＬ：https://www.it-hojo.jp

ＵＲＬ：https://portal.monodukuri-hojo.jp/

公募締め切り
（直近のスケジュール）

２０２１年５月１4日（金）１７：００（予定）
※「Ｊグランツ」を利用した電子申請のみでの受け付け。

公募締め切り
（直近のスケジュール）

２０２１年５月１３日（木）１７：００
※「Ｊグランツ」を利用した電子申請のみの受け付け。

本補助金の事業再構築指針等の最新情報は、経済産業省ホームページよりご確認ください。
ＵＲＬ： https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

公募締め切り 未定 ※公表され次第、当所ホームページ等でお知らせします。
※「Ｊグランツ」を利用した電子申請のみでの受け付け。

※郵送（締め切り日当日消印有効）もしくは「Ｊグランツ」を利用した電子申請での受け付け（低感染リスク型ビジネス枠は電子申請のみの受け付け）。

公募締め切り
（直近のスケジュール）

一般型：２０２１年６月４日（金）
低感染リスク型ビジネス枠 ： 未定 ※公表され次第、当所ホームページ等でお知らせします。



緊急事態宣言による影響を緩和！
一時支援金

給付金

一時支援金相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
フリーダイヤル　０１２０－２１１－２４０、  ＩＰ電話等　０３－６６２９－０４７９
※受付時間：全日８：３０～１９：００（土日祝日含む）
詳細は、一次支援金特設サイトよりご確認ください。
ＵＲＬ：https://ichijishienkin.go.jp/

2021年1月に11都府県を対象に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売り
上げが50％以上減少した中小法人・個人事業者を支援する制度です。

対象者

下記条件を満たす事業者
 ・ 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること。
 ・ ２０１９年比または２０２０年比で、２０２１年の１月、２月または３月の売り上げが５０％以上減少していること。
※条件を満たす場合、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

お問い合わせ

給付額 中小法人等　上限６０万円、  個人事業者等　上限３０万円

支援施策情報
新型コロナウイルス感染症関連
飛翔2021年4月別冊号

新型コロナウイルスの影響を受けている企業を対象とした、政府による新
たな支援施策が打ち出されています。本別冊号では、資金繰りや販路開拓
等の分野で、中小企業や小規模事業者が利用可能な施策をご紹介します。

※本特集に掲載している内容は3月25日時点の情報です。
　申請の際は、当所ホームページ等で最新情報をご確認ください。

問 経営支援グループ  ℡ 022－２６５－８１２７
新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの皆さんは、仙台商工会議所相談窓口へお問い合わせください。

コロナ禍での従業員の雇用維持を支援！
雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例）

助成率 休業手当等に対する助成率：大企業２／３、中小企業４／５
解雇等を行わない場合の助成率：大企業３／４、中小企業１０／１０

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出
向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度です。

主な特例措置

お問い合わせ

●雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が、６カ月未満の労働者も助成対象となる
●雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象となる　など

宮城労働局 職業対策課　０２２－２９９－８０６３ ※受付時間：平日８：３０～１７：１５
詳細は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
ＵＲＬ ： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

助成金

従業員やお客さまへの対策呼
び掛けに活用いただける「感
染 防 止  想いやり宣 言ポス
ター」や「食事（外食）を楽しむ
時 に 気 を 付
ける７つのこ
と」などはこち
らからご覧く
ださい。 https://www.sendaicci.or.jp/corona-pj.html

安全・安心な生活と経済循環に向けて
従業員やお客さまへも呼び掛けながら
感染症対策を徹底・継続しましょう！

仙台商工会議所では、当所会員事業所の方を対象に、本支援金申請に係る事前確認を行っています。
希望される方は、特設サイトをご確認いただき、必要書類・申請ＩＤ等をご準備の上、下記までお申し込みください。
お申し込み：仙台商工会議所　経営支援グループ　０２２－２６５－８１２７ ※受付時間 ： 平日9：0０～１7：００

時短要請等で影響を受けた事業者、それに関連する事業者を支援！
仙台市時短要請等関連事業者支援金

宮城県による営業時間短縮の協力要請や国のＧｏＴｏキャンペーン停止の影響、２０２１年３月に発令された宮城県・仙台市による独自の
緊急事態宣言の影響を受け、売り上げが減少した仙台市内の事業者を支援する制度です。

給付金

問い合わせフォーム
締め切り ２０２１年５月３１日（月）

※電子申請のみの受け付け。ご自身で電子申請を行うことが困難な場合は「申請サポート会場」の利用が可能です。

小規模事業者の資金調達を公的融資制度でサポート！
小規模事業者経営改善資金（マル経融資）

仙台商工会議所 経営支援グループ  ０２２－２６５－８１２７  ※受付時間：平日９：００～１７：0０
対象要件等の詳細は、仙台商工会議所ホームページよりご確認ください。
ＵＲＬ：https://www.sendaicci.or.jp/management-consul/shikin.html

利　　率
（２０２１年３月１日現在）

融資限度額 一般枠 ： ２，０００万円、  新型コロナウイルス対策別枠 ： １，０００万円
一般枠 ： 運転１．２１％、 設備資金０．７１％　　新型コロナウイルス対策別枠 ： 運転０．３１％、 設備０．３１％

商工会議所を通して、日本政策金融公庫から無担保・無保証・低金利の融資を受けられる制度です。新型コロナウイルスの影響を受けている
事業者を対象に、一般枠よりも低金利で、国から３年間利子補給を受けることができる「新型コロナウイルス対策別枠」も設けられています。

※設備資金は、従業員の雇用維持・拡大をする場合に上記金利となる。別枠利率は当初３年間。その後は、運転１．２１％、設備０．７１％。
※別枠適用要件：最近1カ月の売上高が、前年または前々年同期と比較して5％以上減少している小規模事業者。

お問い合わせ

返済期間 運転資金：７年以内、 設備資金：１０年以内

借入金

https://www.sendaicci.or.jp/management-consul/senmonka.html
※ご相談は予約制となります。各専門家のスケジュールを当所ホームページよりご確認の上、お申し込みください。

専門家が皆さまの経営を全力でサポートします！
当所経営相談窓口では、各分野の専門家がさまざまな経営課題の解決に向けて、無料でサポートしています。

菅井 喜悦
中小企業診断士

米田 正美
中小企業診断士・税理士

田中 宏司
中小企業診断士

高木 順
中小企業診断士・ＩＴコーディネータ

米田 貴光
税理士

八島 徳子
税理士・公認会計士

佐藤 和仁
税理士

曽我 陽一
弁護士

遊佐 慎一郎
社会保険労務士・司法書士・行政書士

赤間 公太郎
ＷＥＢコンサルタント

眞里谷 理恵
中小企業診断士

以下の要件を満たす事業者
【関連事業者（時短要請対象者以外）の方】
●２０２０年１２月から２０２１年４月のいずれかひと月の売り上げが、前年同月比で３０％以上減少していること。
●以下のいずれかを満たしていること。
　・ 県による営業時間短縮の協力要請による影響を受けていること。
　・ ＧｏＴｏキャンペーンの停止による影響を受けていること。
　・ 宮城県・仙台市による独自の緊急事態宣言による影響を受けていること。

【時短要請対象者の方】
２０２０年１２月から２０２１年４月のいずれかひと月の売り上げが、前年同月比５０％以上かつ
１５０万円以上減少していること。

時短要請等関連事業者支援金事務局　０２２－２６３－８８３３
※受付時間：平日９:００～１７:００
詳細は仙台市ホームページよりご確認ください。
URL : https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kanrenjigyosyashienkin.html

対象者

給付額

関連事業者： 減少率が５０％以上　法人 最大３０万円　個人事業主 最大１５万円
 減少率が３０％以上５０％未満　法人 最大２０万円　個人事業主 最大１０万円
時短要請対象者： 減少額が３００万円以上　法人 ５０～１２０万円　個人事業主 ２５～６０万円
  減少額が１５０万円以上３００万円未満　法人 ２０万円　個人事業主 １０万円

お問い合わせ

締め切り ２０２１年5月１4日（金）　※当日消印・窓口提出有効


