
令和４年度

仙台市地域産業応援金
申請の手引き

令和４年９月２１日時点版

仙台市

新型コロナウイルス関連給付金を装った詐欺に
ご注意ください

令和4年6月23日以前に公募締切となっている対象補助金
の交付決定を受けた事業者及び令和4年度中に対象計画

の認定等を受けた方の申請書は、様式第1号－1
となります。

令和4年6月24日以降に公募締切となっている対象補助金

の交付決定を受けた方の申請書は、様式第1号－2
となります。※原油価格・物価高騰等加算額の対象です。
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令和４年度仙台市地域産業応援金の概要

仙台市地域産業応援金とは？

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、国の「生産性革命推進事業にお
ける各補助金」「事業再構築補助金」等や「経営力向上計画」「事業継続力強化計画」等
を活用し、前向きな投資や事業活動を実施する市内事業者に対し、その取組を後押しす
るために応援金を支給します。

3【地域産業応援金】

次の３つの要件全てに該当する方が対象となります。

① （中小企業の場合） 登記上の本店を仙台市内に置いていること

（個人事業者の場合） 住民登録が仙台市内であること

ただし、住民登録が市外の者のうち、市内に事業所があり、

それを証する書類を提出できる者は、申請することができる

（その他法人の場合） 登記上の主たる事務所を仙台市内に
置いていること

② 次のいずれかの制度（対象制度）について、

令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に

下記の国または県の制度を活用していること

〇 国の『生産性革命推進事業』における各補助金※

〇 国の中小企業等事業再構築促進事業（事業再構築補助金）

〇 国の業態転換等支援事業補助金

〇 国の経営力向上計画

〇 国の事業継続力強化計画

〇 県の事業再構築支援補助金（県独自分）

〇 県の経営革新計画

※ 対象となる国の補助金は次の4つとなります。

・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）

・小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）

・サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業費補助金（ＩＴ導入補助金）

・事業承継・引継ぎ補助金

③市税を滞納していないこと

対象要件



仙台市地域産業応援金の概要

4【地域産業応援金】

対象補助金の交付決定額により基本支給額は異なります。
また、令和４年6月24日以降に公募締切の対象補助金の交付決

定を受け、原油価格・物価高騰等の影響を受けている方には、
「原油価格・物価高騰等加算」を支給いたします。
※令和4年6月23日以前に公募締め切りとなっている対象補助金の交付
決定を受けた方は、基本支給額のみの支給となります。

対象計画の認定等を受けた方は以下の支給額となります。

支給額

１．申請方法

申請書および必要書類を郵送にて提出(巻末の宛名ラベルをご利用ください）

２．申請期間
令和４年４月１日（金）から令和５年３月３１日（金）まで（必着）
※予算がなくなり次第、申請の受付を締め切る場合があります。

申請方法・申請期間

一律10万円

一律 5万円

対象補助金の交付決定額 応援金基本支給額
原油価格・物価

高騰等加算額

応援金支給額

合計

50万円未満 10万円 5万円 15万円

50万円以上500万円未満 20万円 10万円 30万円

500万円以上 50万円 25万円 75万円

以下、「事業再構築補助金（第6回公募以降）」および「業態転換等支援事業補助金」に限り

1,000万円以上 100万円 50万円 150万円

経営力向上計画の認定または
経営革新計画の承認を受けた場合

事業継続力強化計画の認定を受け、これ
に基づく訓練・教育を実施した場合



仙台市地域産業応援金の概要

5【地域産業応援金】

【STEP１】国や県の制度の申請支援（詳細はP20～25ページ）

仙台市中小企業応援窓口（仙台市産業振興事業団内）

☎022-724-1122（受付時間 平日午前9時～午後5時）

【STEP２】応援金の申請に関するお問合せ先（詳細はP26ページ）

仙台市経済局中小企業支援課 地域経済再生係

☎022-214-7329（受付時間 平日午前8時30分～午後5時）

申請に関する相談等

まずは
国や県の
制度に申請

交付決定等
を受けたら
応援金申請



※対象制度の交付決定通知等の日付が令和４年４月１日以降になってい
るものが応援金の対象です。
※事業継続力強化計画については、計画に基づき訓練・教育を実施して
ください。

仙台市地域産業応援金の申請方法

申請書および必要書類を郵送する（毎月１0日締切）
10日が土日祝日の場合は、10日以前の平日を締日とします。

※郵送時は巻末の宛名ラベルをご利用ください。

※感染拡大防止のため、原則として郵送のみの受付となります。

交付決定通知書送付・応援金を振込

※毎月10日の締切後、申請書類に不備がない場合は概ね１か月程度でお振込み
します。交付決定通知書の送付と応援金の振込は前後する場合があります。

※対象制度の申請方法については対象制度のホームページ等をご確認
ください。

申請書および必要書類を準備する

仙台市で申請内容を確認

※申請に不備があった場合は、書類の再提出等が必要となり応援金
支給までにお時間がかかります。

国・県の対象制度に申請する

対象制度の交付決定等を受ける

国
・
県
の
対
象
制
度
に
申
請

仙
台
市
へ
の
応
援
金
申
請

アンケート調査等へのご協力

※後日、事業実施状況や取組内容を確認するため、
アンケート調査等を行う場合がありますので、ご協力ください。

6【地域産業応援金】

【STEP１】まずは国・県の対象制度に申請

【STEP２】応援金に申請



申請書類・添付書類

【基本的な必要書類】

１．申請書（様式第1号－1）または申請書（様式第1号－2）

・令和4年6月23日以前に公募締切となっている対象補助金の
交付決定を受けた方と令和4年度中に対象計画の認定等を受けた

方は様式第1号－1の様式となります。

・令和4年6月24日以降に公募締切となる対象補助金の交付決定
を受けた方は、様式第1号－2の様式となります。

２．対象制度の交付決定通知書、認定通知書または承認通知書の
写し（日付が令和４年４月１日から令和５年３月３１日の期間に
入っていること）

３．対象補助金の申請時に提出した事業計画書等の写し等

（ものづくり補助金） 事業計画書その１～３ の写し

（持続化補助金）
・一般型：経営計画書兼補助事業計画書① の写し

および補助事業計画書② の写し
・低感染リスク型ビジネス枠：経営計画及び補助事業計画の写し

（IT導入補助金） 導入ITツール一覧（様式第１号別紙）

（事業承継・引継ぎ補助金）
・「経営革新」・・・交付申請（別紙）の 写し
・「専門家活用」・・・補助金交付申請書 の写し
・「廃業・再チャレンジ」・・・廃業・再チャレンジ計画書 の写し

（事業再構築補助金） 事業計画書 の写し

（業態転換等支援事業補助金） 事業計画書の写し

7【地域産業応援金】

申請に必要な書類



申請書類・添付書類

（宮城県中小企業等事業再構築支援補助金（県独自分） ）
事業計画書 の写し

４．対象計画の申請時に提出した事業計画書等の写し
（経営力向上計画） 経営力向上計画 の写し

（事業継続力強化計画） 事業継続力強化計画 の写し

（経営革新計画） 経営革新計画 の写し

５．請求書（様式第５号）

６．（法人の場合）現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
の写し（３か月以内取得のもの）

（個人の場合）本人確認書類の写し（住所記載のあるもの）
【本人確認書類】
・運転免許証（両面）、マイナンバーカード（オモテ面)

など顔写真付きの証明書
・顔写真付きの証明書を保有していない場合は、
本人確認書類を２点提出
（例）住民票の写し（３か月以内取得のもの）

各種健康保険被保険者証（両面）の写し

※【住民登録地が仙台市以外の場合】
市内に施設を所有または賃借し、 事業を営んで
いることがわかる書類（賃貸借契約書など）の写し
も併せてご提出ください。

７．申請者名義の銀行口座通帳のオモテ面 と 通帳を開いた１・２
ページ目の写し（口座名義、口座番号が確認できるページ） または、

インターネットバンキングの口座情報ページの写し（金融機関名、
支店名、口座種別、口座番号、口座名義人・口座名義人カタ カナ
が確認できるもの）

8【地域産業応援金】



申請書記載例①（１／３）

9【地域産業応援金】

申請書 （1ページ目） の記入方法

点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

押印漏れがないようご確認ください（２箇所） 。
個人の場合は、認印（スタンプ印不可）、
法人の場合は、法務局にご登録の“代表者印（法
人実印）”にて押印をお願いします。

対象制度の申請書等に記載した主
たる業種をご記入ください。

〇持続化補助金
→・商業・サービス業のうち宿泊業
・娯楽業 ・製造業その他
・特定非営利活動法人のうち、
選択した業種

〇持続化補助金以外
→日本標準産業分類 中分類

国税庁から通知された13桁の法
人番号を記入してください。
※わからない場合は国税庁「法
人番号公表サイト」から検索でき
ます。

提出いただいた書類に不備や確認事項がある場合に
本市より連絡させていただきます。
市からの連絡が取れる電話番号、メールアドレス、担当者
を記入してください。
連絡は主に平日の午前９時から午後５時の間に行います。

様式第1号－1の場合



10【地域産業応援金】

申請書（2ページ目）の記入方法

申請書記載例（２／３）

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

請求金額については、
12ページを参照ください。

活用した国・県の対象
制度にチェックをいれ
てください。
（複数制度を活用した
方は、それぞれについ
て応援金を申請いた
だけます。この場合、
申請書類は別個にご
用意ください。）

個人事業者の場合は
生年月日を記載してください。

市税の納付状況を仙台市内部で照会することに
同意する場合は「同意します」を○で囲んでください。

同意しない場合は「市税の滞納がないことの証明書」を
追加で添付してください。



11【地域産業応援金】

申請書（3ページ目）の記入方法

申請書記載例（３／３）

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

誓約事項をご確認いただき、チェック欄
にチェックを入れてください。

※全ての誓約事項に同意いただけない
場合は支給できません。

アンケートにご協力をお願いします。

直近の決算期間、直近決算と前年度、前々年
度を比較した場合における売上高の変化率を
選択してください。



（参考）国の補助金交付決定通知書

12【地域産業応援金】

【！ ご 注 意 く だ さ い ！】
請求金額は職権での補正ができません。提出いただいた申請書記載の金額に万が
一誤りがあった場合、申請書の再提出が必要となりますので、提出の前に誤りがな
いかご確認ください。

請求金額の確認について

（参考）応援金申請書２ページ目

交付決定通知に記載されている
『補助金の額』を転記してください。

請求金額は以下のとおりとなります。
◆対象補助金の『補助金の額』が、
５０万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・請求金額 １０万円
５０万円以上５００万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・請求金額 ２０万円
５００万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 請求金額 ５０万円

◆経営力向上計画の認定または経営革新計画の承認を受けた場合・・ ・請求金額 １０万円
◆事業継続力強化計画の認定を受け、これに基づく訓練・教育を
実施した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・請求金額 ５万円

申請書記載例 様式第1号－1の場合



申請書記載例②（１／３）

13【地域産業応援金】

申請書 （1ページ目） の記入方法

点線枠の中を全て記入・押印してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

押印漏れがないようご確認ください（２箇所） 。
個人の場合は、認印（スタンプ印不可）、
法人の場合は、法務局にご登録の“代表者印（法
人実印）”にて押印をお願いします。

対象制度の申請書等に記載した主
たる業種をご記入ください。

〇持続化補助金
→・商業・サービス業のうち宿泊業
・娯楽業 ・製造業その他
・特定非営利活動法人のうち、
選択した業種

〇持続化補助金以外
→日本標準産業分類 中分類

国税庁から通知された13桁の法
人番号を記入してください。
※わからない場合は国税庁「法
人番号公表サイト」から検索でき
ます。

提出いただいた書類に不備や確認事項がある場合に
本市より連絡させていただきます。
市からの連絡が取れる電話番号、メールアドレス、担当者
を記入してください。
連絡は主に平日の午前９時から午後５時の間に行います。

様式第1号－２の場合



14【地域産業応援金】

申請書（2ページ目）の記入方法

申請書記載例（２／３）

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

「補助対象経費」は税抜
金額を記入してください。

活用した国・県の対象
制度にチェックをいれ
てください。
（複数制度を活用した
方は、それぞれについ
て応援金を申請いた
だけます。この場合、
申請書類は別個にご
用意ください。）

個人事業者の場合は
生年月日を記載してください。

市税の納付状況を仙台市内部で照会することに
同意する場合は「同意します」を○で囲んでください。

同意しない場合は「市税の滞納がないことの証明書」を
追加で添付してください。

原油価格高騰等の影
響を受けている場合
は必ず記入してくださ
い。記載がない場合
は、加算の対象となり
ませんのでご注意くだ
さい。

様式第1号－２の場合

請求金額については、
16ページを参照ください。



15【地域産業応援金】

申請書（3ページ目）の記入方法

申請書記載例（３／３）

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

誓約事項をご確認いただき、チェック欄
にチェックを入れてください。

※全ての誓約事項に同意いただけない
場合は支給できません。

アンケートにご協力をお願いします。

直近の決算期間、直近決算と前年度、前々年
度を比較した場合における売上高の変化率を
選択してください。

様式第1号－２の場合



（参考）国の補助金交付決定通知書

16【地域産業応援金】

【！ ご 注 意 く だ さ い ！】

請求金額は職権での補正ができません。提出いただいた申請書記載の金額に万が一誤りがあっ

た場合、申請書の再提出が必要となりますので、提出の前に誤りがないかご確認ください。

請求金額の確認について

（参考）応援金申請書（様式第1号－2）２ページ目
交付決定通知に記載されて
いる金額を転記してください。

請求金額は以下のとおりとなります。原油価格高騰等の影響を受けていない場合は（ ）の金額です。
◆対象補助金の『補助金の額』が、
５０万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・請求金額 １５万円 （１０万円）
５０万円以上５００万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・請求金額 ３０万円 （２０万円）
５００万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 請求金額 ７５万円 （５０万円）

１，０００万円以上※国の事業再構築補助金の第6回以降公募及び

業態転換等支援事業補助金に限り・・・・・・・・・・・・・・・・・ 請求金額 １５０万円 （１００万円）

※ただし、「補助対象経費」と「補助金の額」の差額が上記表の「応援金支給額」よりも小さい場合は、
当該差額が支給額となります。

（原油価格等の影響を受けている方の例）

「補助対象経費」：３０万円、「補助金の額」２０万円の場合、差額は１０万円となりますので、「応援金請求額」は、
１５万円ではなく１０万円となります。

申請書記載例 様式第1号－2の場合



17【地域産業応援金】

導入ITツール一覧の記入方法

【IT導入補助金のみ作成・添付】

（※IT導入補助金のみ）導入ITツール一覧

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

サポートを受けたIT導入

支援事業者名を記載して
ください。

IT導入支援事業者の形態がわかる場合は
該当する形態をチェックしてください。
わからない場合は不明で結構です。

国の申請書に記載した
ITツール情報を転記してください。



誓約いただく事項

・応援金の給付を受けるには、市税を滞納していないことが条件に
なります。滞納していないことの確認は原則、申請書の誓約事項

に基づき、庁内内部照会にて行いますが、 『市税の滞納がないこと

の証明書 （各区役所税務会計課、各総合支所税務住民課にて発行）』

が添付されている場合は内部照会を省略します。 なお、対象となる

市税は次のとおりです。

（個人の場合）個人市民税(普通徴収)、固定資産税、

軽自動車税（種別割）、都市計画税、

納入義務のある個人市民税（特別徴収）、事業所税

（法人の場合）納入義務のある個人市民税(特別徴収)、

法人市民税、固定資産税、軽自動車税（種別割）、

特別土地保有税、事業所税、都市計画税

・応援金の給付を受けた方には、後日アンケート調査等を実施する
場合があります。

その他の誓約事項については、申請書３ページの『誓約事項』をご確認
ください。

18【地域産業応援金】

主な誓約事項について



請求書記載例

19【地域産業応援金】

点線枠の中を全て記入してください。
※鉛筆・消せるボールペンでは記入しないでください。

通帳から転記（ゆうちょ銀行の場合は振込用の「店名・店番・口座番号」を記載してください）。
※特に口座名義人カタカナは、通帳の見開きを確認し、登録されているカナを記載してください。

記入不要
※仙台市で記入しますの
で空欄でご提出ください。

記入不要
※仙台市で記入しますの
で空欄でご提出ください。

通帳から転記（ゆうちょ銀行の場合は振込用の「店名・店番・口座番号」を記載してください）。
※特に「口座名義人カタカナ」は、通帳の見開きを確認し、登録されているカナを記載してください。

押印不要

請求書の記入方法

R4経産中



『生産性革命推進事業』は、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため前向きな投資を
行う事業者を支援するために国が実施している事業で、それに関連した４つの補助事業のメニュー
が準備されています。概要は次のとおりです。

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）

➤新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援

【通常枠】 補助上限：1,250万円 補助率：中小1/2、小規模・再生事業者2/3

【回復型賃上げ・雇用拡大枠】 補助上限：1,250万円 補助率： 2/3

【デジタル枠】 補助上限：1,250万円 補助率： 2/3

【グリーン枠】 補助上限：2,000万円 補助率： 2/3

■活用事例：新規設備導入、試作品の原材料購入等

■お問合せ：ものづくり補助金宮城県地域事務局
☎022-222-5266

②小規模事業者持続化補助金（持続化補助金）

➤小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援

【通常枠】 補助上限：50万円 補助率：2/3

【特別枠】 補助上限：100～200万円 補助率：2/3～3/4

■活用事例：新製品のＰＲ用チラシ作成、広告掲載、店舗改装等

■お問合せ：仙台商工会議所 経営支援グループ

☎022-265-8127

みやぎ仙台商工会 経営支援課

☎022-372-3545

③サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業費補助金（ＩＴ導入補助金）

➤ＩＴツール導入による業務効率化等を支援

【通常枠】 補助上限：450万円 補助率：1/2

【デジタル化基盤導入枠】 補助上限： 350万円 補助率：1/2～3/4

【セキュリティ対策推進枠】補助上限：100万円 補助率：1/2

■活用事例：会計・受発注・決済・ECソフトの導入に加え、

PC タブレット等のハードウェア導入等

■お問合せ：サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局 ☎0570-666-424

④事業承継・引継ぎ補助金

➤事業承継・M＆A後の経営革新（設備投資・販路開拓）、M＆A時の専門家活用、事業承継・M＆Aに伴う廃業
等に係る費用を補助

【経営革新事業】 補助上限：600万円 補助率：1/2～2/3

【専門家活用事業】 補助上限：600万円 補助率：2/3

【廃業・再チャレンジ事業】 補助上限：150万円 補助率：2/3

■活用事例：事業承継・引継ぎ後の機械装置の導入や事業戦略に係るコンサル費用等

■お問合せ：事業承継・引継ぎ補助金事務局 （経営革新）☎ 050-3615-9053

（専門家活用/廃業・再チャレンジ）☎ 050-3615-9043

（参考）国の『生産性革命推進事業』について

20【地域産業応援金】
※各補助金資料、中小企業庁 中小企業向け補助金・支援サイト「ミラサポ
plus(https://mirasapo-plus.go.jp/)」を基に仙台市作成

事業概要

例えば

新事業にチャレンジしたい

生産ラインを増強したい

サービスの質を高めたい

例えば

商品を宣伝したい

ホームページを
開設したい

展示会出店したい

例えば

ITで経営状況を
「見える化」したい

ITで業務を
効率化したい

ITで働き方を
改革したい



『事業再構築補助金』は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社
会の変化に対応するために、新分野展開、業態転換などの思い切っ
た事業再構築を支援する補助金です。

【通常枠】補助上限：従業員数に応じて8,000万円

補助率：中小企業2/3（6,000万円超は1/2）、中堅企業1/2（4,000万円超は1/3）

【大規模賃金引上枠】

補助上限：従業員数に応じて1億円

補助率：中小企業2/3（6,000万円超は1/2）、中堅企業1/2（4,000万円超は1/3）

【回復・再生応援枠】

補助上限：従業員数に応じて1,500万円

補助率：中小企業3/4、中堅企業2/3

【最低賃金枠】

補助上限：従業員数に応じて1,500万円

補助率：中小企業3/4、中堅企業2/3

【グリーン成長枠】

補助上限：補助上限 中小企業1億円、中堅企業1.5億円

補助率：中小企業1/2、中堅企業1/3

■お問合せ：事業再構築補助金事務局 ☎0570-012-088

（参考）国の『事業再構築補助金』について

21【地域産業応援金】

事業概要

※国の事業再構築補助金リーフレットより



新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今
後の事業継続及び需要喚起のために行う業態転換等（新メニュー開
発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・
デリバリー等）を支援する補助金です。（第三者認証制度の認証を取
得している飲食店が対象）

補助上限：1,000万円

補助率 ： 1/2

■お問合せ：R4外食業態転換事業事務局 ☎0570-067766

（参考）国の『業態転換等支援事業補助金』について

22【地域産業応援金】

事業概要

※国の業態転換等支援事業補助金の案内パンフレットより一部抜粋



（参考）県の『事業再構築支援補助金』（県独補助分）について

〇県の『事業再構築支援補助金（県独自分）』

国が実施している「事業再構築補助金」に採択されていない県内の事
業者で、事業再構築の取り組みを行い、一定の条件を満たす者に対し、

その取り組みに要した経費を支援するものです。

補助上限：５００万円 補助率：2/3

■お問合せ：宮城県中小企業等事業再構築支援補助金事務局

☎022-797-3511

23【地域産業応援金】

事業概要

仙台・宮城観光PRキャラクター むすび丸
※宮城県のホームページ（中小企業等事業再構築支援補助金のページ）より



（参考）国の『経営力向上計画』および『事業継続力強化計画』について

〇『経営力向上計画』

「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や
設備投資等、自社の経営力を向上するために実施する計画で、国に
認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

また、計画申請においては、経営革新等支援機関（商工会議所・商工会・

中央会や士業、地域金融機関等）のサポートを受けることが可能です。

税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、

法人税や不動産取得税等の特例措置を受けることができます。

金融支援・・・政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、

債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

■お問合せ：仙台市中小企業応援窓口（電話：022-724-1122）

中小企業庁事業環境部企画課（電話：03-3501-1957）

〇『事業継続力強化計画』

「事業継続力強化計画」は中小企業等が自社の災害リスクを認識し、防災・減災

対策に取り組むために実施する計画で、国から認定された中小企業等は、税制や

金融の支援等を受けることができます。

税制措置・・・認定を受けた事業者が対象設備を取得等をして事業の用に供した

場合に特別償却の税制措置を受けることができます。

金融支援・・・認定を受けた事業者が行う設備投資に必要な資金について、低利融

資等を受けることができます。

■お問合せ：仙台市中小企業応援窓口（電話：022-724-1122）
東北経済産業局産業部中小企業課（電話：022-221-4922）

24【地域産業応援金】

事業概要



（参考）県の『経営革新計画』について

〇『経営革新計画』

事業者にとって新たな事業活動であって、
以下類型のいずれかの事業を含むものが「経営革新計画」となります。

１ 新商品の開発又は生産

２ 新役務の開発又は提供

３ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

４ 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動

５ 技術の関する研究開発およびその成果の利用

経営革新計画が知事等により承認されると、信用保証の特例、
政府系金融機関による低利融資制度、宮城県独自の融資制度等の
各種支援策を活用できるようになります。

■お問合せ：仙台市中小企業応援窓口（電話：022-724-1122）
宮城県経済商工観光部中小企業支援室
経営支援班（電話：022-211-2742）

25【地域産業応援金】

事業概要

仙台・宮城観光PRキャラクター むすび丸



（参考）『仙台市中小企業応援窓口』について

26【地域産業応援金】

「仙台市中小企業応援窓口」は、仙台市産業振興事業団内に開設す
る新型コロナウイルスの感染拡大により影響を受けた中小企業を支援す
る窓口です。

持続化補助金や雇用調整助成金等の各種助成金の申請支援、テレ
ワーク導入支援、事業計画の策定、販路開拓等様々な経営の課題に対
してワンストップで対応します。
相談者の状況によっては、専門家を派遣します。

【名称】 仙台市中小企業応援窓口

※事前予約制

【場所】 仙台市産業振興事業団

仙台市青葉区中央１－３－１ ＡＥＲ７階

【時間】 午前９時～午後５時

※土日祝日休み

【内容】 ・持続化補助金や雇用調整助成金等の国の助成金申請

・テレワークサポートデスクでのテレワーク導入支援

・相談者への専門家派遣

・事業計画、販路開拓、商品開発、資金繰り等の経営相談

・相談員一例（中小企業診断士、税理士、社会保険労務士等）

【予約】 仙台市産業振興事業団に、

①電話、②メール、③ウェブサイト上の申込フォーム

のいずれかの方法でご連絡ください。

電話：０２２-７２４-１１２２

メール：ouen@siip.city.sendai.jp

https://siip.city.sendai.jp/ouen

※受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日休み）

専門家が無料で相談を承ります



仙台市地域産業応援金



提出書類 チェック欄
１ 申請書（様式第１号－１又は様式第１号－２） □
２ 対象制度の交付決定通知書・認定通知書・承認通知書の写し □

３

対象補助金・計画の申請時に提出した事業計画書等の写し等
3番については下記のど
れか一つにチェックして

ください

【ものづくり補助金】 事業計画書その1～その３の写し □
【持続化補助金一般型】 ・経営計画書兼補助事業計画書①

・補助事業計画書②
□

【持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠】 経営計画書の写し □
【IT導入補助金】 導入ITツール一覧（様式第1号別紙） □
【事業承継・引継ぎ補助金】※7ページ参照 □
【事業再構築補助金】 事業計画書の写し □
【業態転換等支援事業補助金】 事業計画書の写し □
【（県）事業再構築支援補助金】 事業計画書の写し □
【経営力向上計画】 経営力向上計画の写し □
【経営革新計画】 経営革新計画の写し □
【事業継続力強化計画】 事業継続力強化計画の写し □

４ 請求書（様式第５号） □

５

（法人）現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書の写し
（３か月以内取得のもの）

（個人）本人確認書類（住所記載のあるもの）
※【住民登録地が仙台市以外の場合】
市内に施設を所有または賃借し、事業を営んでいる
ことがわかる書類（賃貸借契約の写し等）

□

６

申請者名義の銀行口座通帳のオモテ面と通帳を開いた
１・２ページ目の写し（口座名義、口座番号がわかるページの写し）または

インターネットバンキングの口座情報ページの写し（金融機関名、支
店名、口座種別、口座番号、口座名義人・口座名義人カタカナが確
認できるもの）

□

〒９８０－０８０３
宮城県仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 仙台パークビル９階

仙台市役所『令和４年度地域産業応援金』担当 行

＜切り取って宛名ラベルとしてご使用ください＞

地域産業応援金 申請書類 在中

【差出人】

〒 －
申請者住所： d

申請者名： d

両方の写しが
必要です


