新型コロナウイルス感染症
事業者支援パッケージ
今般のオミクロン株による感染拡大により売上の大幅な減少等で経営に支障をきたし
ている県内の事業者に対する今後の県の取組を中心とした支援策について，わかりやす
くパッケージにまとめたもの。
県が令和3年度2月補正予算や令和4年度当初予算で措置している事業や，国で実施し
ている事業で県が側面的にサポートする事業を掲載している。

①事業継続支援メニュー

売上の減少等を補う給付・融資等
の支援策

②事業再生支援メニュー

ウィズコロナ・ポストコロナ等に
対応した販路開拓や業態転換等の支援策

③需要喚起促進メニュー

更なる需要喚起に向けた支援策

①事業継続支援メニュー(県の施策）
事業名

事業概要

実施予定

問い合わせ先

市町村が実施する事業者支援に対し県が補助する 県 令和3年度2月補正予算で措置し
新 型 コロ ナ ウイル ス 感 もの。
た10億円に加えて，今後同程度の
染 症 対応 事 業者支 援 市
追加措置を実施し，事業者支援の 宮城県富県宮城推進室
町村事業補助金
令和3年度措置額 20億円
取組を強化する。
022-211-2791
県 市町村
10月補正予算分 10億円
市町村 仙台市では国の事業復活支
予算10億円
2月補正予算分 10億円
援金に上乗せ給付する事業に活用
している。他市町村も様々な事業
を実施予定。
金融機関が継続的な伴走型の支援を実施すること
新 型 コロ ナ ウイル ス 感
により，中小企業者の経営改善を支援するもの。
染症伴走支援型資金
県 現行の融資制度を令和5年3月ま
融資額：6,000万円以内
県
で延長。
都市銀行，地方銀行，
返済期間：10年以内（据置5年以内）
融資枠247億円
第二地方銀行，信用金
金利：1.6％以内（保証料率0.2～1.15％）
庫，信用組会，商工組
合中央金庫，農林中央
認定支援機関の指導・助言を受けて作成した計画
金庫などの県融資制度
事 業 再生 計 画実施 支 援
に基づく中小企業者の事業再生を支援するもの。
資金（感染症対応枠）
県 現行の融資制度を令和5年3月ま 取扱金融機関
融資額：8,000万円以内
県
で延長。
返済期間：15年以内（据置5年以内）
融資枠12億円
金利：1.6％以内（保証料率0.2％）

①事業継続支援メニュー（国の施策）
事業名

事業概要

実施予定

問い合わせ先

コロナの影響で，2021年11月から2022年３月のいず 県 事業者の方々がスムースに申請
国 事業復活支援金
し受給できるよう，県では宮城県
れかの月の売上が2018年11月から2021年３月までの間
事務局相談窓口
行政書士会と共催で制度概要や申
の同月比で△50％以上又は△30～50％の者に対し，支
0120-789-140
事業復活支援金
請方法等に係る説明会・個別相談
援金を給付
国
会を実施。
（△50％～）
県 説明会等申込
3/22(火)大河原 実施済
中小企業最大100～250万円 個人事業者最大50万円
中小企業支援室
3/23(水)石巻
実施済
（△30～50％）
企画調整班
3/29(火)大崎
中小企業最大60～150万円 個人事業者最大30万円
022-211-2745
※法人は売上規模に応じて上限額が変動
4/ 7(木)気仙沼
従業員（雇用保険被保険者でないパート等も対象）
を休業させる事業者に対し，休業手当の一部を補助
コールセンター
補助率：中小企業 最大9/10
国
雇用調整助成金等
0120-603-999
上限額：9,000円/日
現行の特例措置を令和4年6月まで
国
＜売上△30％以上の場合（業況特例）＞
延長。
厚生労働省ＨＰリンク
補助率：中小企業 最大10/10
上限額：15,000円/日
休業手当の支払いを受けることが出来なかった中小
コールセンター
国
休業支援金・給付金
企業等の労働者に支援金を給付
0120-221-276
現行の特例措置を令和4年6月まで
国
支援額：平均賃金の80％×休業日数
延長。
上限額：8,265円/日
厚生労働省ＨＰリンク
臨時休業した小学校や保育所に通う子ども等の保護
コールセンター
者に有給休暇を与えた事業者に助成金を給付
0120-603-999
小学校休業等対応助成
国
支援額：有給休暇取得分賃金×10/10
上限額：9,000円/日
金・支援金
現行の特例措置を令和4年6月まで
厚生労働省ＨＰリンク
委託を受けて個人で仕事をする保護者が子どもの世 延長。
国
話のため仕事ができなくなった場合に支援金を給付
支援額：4,500円/日

②事業再生支援メニュー
事業名

事業概要

業績が悪化し，経営の維持向上に支障をきたして
いる中小企業等が，早期の再起を図るために行う販 県
中小企業等再起支援事 路開拓や生産性向上，感染防止対策に係る取組に対
業
し補助するもの。
県
補助率：2/3以内，上限額：100万円，下限額：30万円
予算9億2,367万3,000円
要件：令和3年1月以降，申請日の前月までのいずれか
1か月の売上高が，平成31年～令和3年の同月比で
30％以上減少していること 等

実施予定
令和4年4月1日申請受付開始
申請受付期間：
令和4年4月1日（金）
～令和4年5月31日（火）
本日3月28日（月）より
コールセンター開設

問い合わせ先
宮城県中小企業等
再起支援事業補助金
事務局
コールセンター
022-266-3821
事務局ＨＰリンク

新分野展開や業態転換，事業再編等を行う県内中
小企業等で，売上減少など一定の要件を満たす事業
中小企業等事業再構築
者に対し補助するもの。
宮城県中小企業支援室
支援事業
県
経営支援班
①国の「事業再構築補助金」の上乗せ補助
県
令和4年4月18日(月)に事業開始予定。022-211-2742
補助率：事業者の自己負担分の1/3以内，上限額：500万円
予算20億5,770万円
②事業再構築の取組に対する県独自の補助
補助率：2/3以内，上限額：500万円，下限額：50万円

宿泊施設における感染防止対策（改修工事や設備
宿泊施設感染防止対策
県
及び消耗品の購入等）に要する経費を補助するもの。
宮城県観光政策課
等支援強化事業
令和4年4月1日（金）から申請受付
※補助上限額は施設規模（客室数）に応じて変動。
022-211-2755
県 予算3億円
開始。
補助率：1/2，上限額：50～500万円
「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」に基づく認
飲食店感染予防環境整
証を取得するためのアクリル板や換気設備の導入等 県
備支援事業
宮城県商工金融課
を行う中小企業者等に対し補助するもの。
4月中に事業開始すべく，関係機
県
022-211-2746
補助率：10/10
関と調整を進めている。
予算2億4,489万6,000円
上限額：10万円/店舗 下限額：5万円/店舗
インターネット販売拡
県内県産品販売ＥＣサイトの課題分析及び課題解
県 5月に事業開始すべく，関係機関
大支援事業費補助金
決に向けたコンサルティング，誘客のためのデジタ
宮城県食産業振興課
と調整を進めている。
県
ル広告，サイト改修等へ補助するもの。
022-211-2815
予算2,500万円
補助率：1/2 上限額：50万円

③需要喚起促進メニュー
事業名

事業概要

実施予定

泊まって応援！宿泊割引＆クーポン券付きプラン」を
宿泊・観光需要
県
実施中。
創出支援事業
利用期間を4月28日(木)まで拡大する
・1人あたり1泊につき最大5,000円を割引
県
ほか，利用対象者の範囲を拡大。
・最大2,000円分の地域限定クーポンを配布

国
「認証店おうえん食事券」（認証飲食店に限り参加登
認証飲食店利用
3月29日(火)から利用自粛要請解除
録が可能なプレミアム付食事券）の発行により，飲食店
促進事業
○自粛要請のない利用期間
における需要喚起を図るもの（販売は終了）。
県
3月29日(火)～4月30日(土)※
・利用可能店舗：約2,500店舗
※4月30日(土)で食事券利用期間終了

みんなで飲食
県職員が率先して，認証店で歓送迎会等を開催するこ
キャンペーン
とで，新型コロナウイルス感染症拡大により大きな影響
県
を受けた飲食店を応援するもの。

問い合わせ先
宮城県観光プロモーショ
ン推進室
022-211-2895
みやぎ宿泊割キャンペーン事
務局
事務局ＨＰリンク

GoToEatキャンペーン 宮
城県食事券発行事務局
コールセンター
消費者向 0570-012510
加盟店向 0570-005110
事務局ＨＰリンク

県

宮城県食と暮らしの安全
3月29日(火)から1か月間実施。
推進課
（今後の感染状況等を踏まえ，実施範囲
022-211-3941
の拡大・調整等を行っていく予定。）

みやぎキャッ
県内小売サービス業等の店舗でＱＲコード決済で買い
県
シュレス推進ポ 物した際に，ポイントを還元することで県内での買い物
宮城県富県宮城推進室
8月以降の実施に向けて，4月初旬から
イント還元事業 需要を喚起し，キャッシュレス決済の推進を図るもの。
022-211-2791
実施事業者の募集を開始する予定。
県予算11億円

