
都道府県 市区町村 会場番号 会場名 施設名 会議室名 住所 開設⽇ 定休⽇

⻘森市 0201 ⻘森会場 ⻘森商⼯会議所会館7F 研修室/ミーティングルーム ⻘森市新町1-2-18 5⽉14⽇

弘前市 0202 弘前会場 弘前商⼯会議所会館2F ⼤ホール 弘前市上鞘師町18-1 5⽉21⽇

⼋⼾市 0203 ⼋⼾会場 ⼋⼾商⼯会館4F ⼤会議室 ⼋⼾市堀端町2-3 5⽉21⽇

むつ市 0204 むつ会場 むつ来さまい館2F ミニギャラリー/会議室 むつ市⽥名部町10-1 5⽉21⽇

⼗和⽥市 0205 ⼗和⽥会場 ⼗和⽥商⼯会議所会館5F ⼤会議室 ⼗和⽥市⻄⼆番町4-11 5⽉22⽇

五所川原市 0206 五所川原会場 五所川原商⼯会館2F 第2研修室/市⺠サロン/第
1研修室 五所川原市東町17-5 5⽉22⽇

⿊⽯市 0207 ⿊⽯会場 グリーンパレス松安閣2F 孔雀の間(⼿前) ⿊⽯市⼄徳兵衛町34

6⽉8⽇〜6⽉12⽇

7⽉20⽇〜7⽉24
⽇
※短期開設

盛岡市 0301 盛岡会場 農林会館4F 特設会場 盛岡市菜園1-3-6 5⽉14⽇

釜⽯市 0302 釜⽯会場 釜⽯市⺠ホール1F ギャラリー 釜⽯市⼤町1-1-9 5⽉21⽇ 5⽉25⽇、6⽉8⽇、6⽉22
⽇、7⽉6⽇、7⽉20⽇

北上市 0303 北上会場 北上商⼯会館3F ⼤会議室/ロビー 北上市⻘柳町2-1-8 5⽉21⽇

宮古市 0304 宮古会場 キャトル宮古 4F 特設会場 宮古市栄町3-35 5⽉22⽇

奥州市 0305 奥州会場 ⽔沢Maple 1F 特設会場 奥州市⽔沢字横町2-1 5⽉22⽇

⼀関市 0306 ⼀関会場 なのはなプラザ 2F（旧にぎわい創造センター） 特設会場 ⼀関市⼤町4-29 5⽉23⽇

久慈市 0307 久慈会場 久慈グランドホテル 2F マリンホール 久慈市川崎町10-15 5⽉23⽇

花巻市 0308 花巻会場 花巻商⼯会議所B2F 会議室 花巻市花城町10-27

6⽉15⽇〜6⽉19
⽇

7⽉27⽇〜
※短期開設

⼤船渡市 0309 ⼤船渡会場 ⼤船渡プラザホテル1F ⾶翔の間 ⼤船渡市⼤船渡町茶屋前7-8 6⽉22⽇ 6⽉22⽇~29⽇短期開設

仙台市 0401 仙台会場 勾当台本町ビル5F 特設会場 仙台市⻘葉区本町3-6-17 5⽉14⽇

仙台市 0402 仙台第⼆会場 トラストセンタービル1F 特設会場 仙台市泉区泉中央1-23-6 5⽉21⽇

塩釜市 0403 塩釜会場 三晴ビル 1F 特設会場 塩釜市海岸通10-1 5⽉21⽇

⽯巻市 0404 ⽯巻会場 ⽯巻商⼯会議所 1F 第2会議室/第3会議室 ⽯巻市中央2-9-18 5⽉22⽇ 毎週⼟曜

⼤崎市 0405 古川会場 古川商⼯会議所会館 2F 第5研修室（1/3） ⼤崎市古川東町5-46 5⽉24⽇

名取市 0406 名取会場 特設会場 1Fスペース 名取市増⽥字柳⽥85-5 5⽉28⽇

気仙沼市 0407 気仙沼会場 気仙沼海の市 2F ホヤぼーやホール 気仙沼市⿂市場前7-13 5⽉28⽇

⽩⽯市 0408 ⽩⽯会場 特設会場 1Fスペース ⽩⽯市⼤平森合字森合沖23 5⽉28⽇

仙台市 0409 仙台第三会場 斎喜センタービル 5F 特設会場 仙台市若林区六丁の⽬⻄町8-1 5⽉29⽇

東北管内申請サポート会場⼀覧（6⽉22⽇公表版）
※サポート会場は常設しておりますが、会場によって対応できる⽇時が異なりますので、予約の際にご確認ください。
「持続化給付⾦」の事務局ホームページ  申請サポート会場とは　URL︓https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/
予約⽅法は　①Web予約、②電話予約（0120-835-130 ⾃動）、③電話予約（0570-077-866 オペレーター対応）となります。

⻘森県

岩⼿県

宮城県



都道府県 市区町村 会場番号 会場名 施設名 会議室名 住所 開設⽇ 定休⽇

秋⽥市 0501 秋⽥会場 アキタスクエア 3-2 ⼤ルーム 秋⽥市中通4-14-16 5⽉14⽇ 7⽉18⽇

⼤館市 0502 ⼤館会場 ⼤館商⼯会議所5F ⼤ホール ⼤館市御成町2-8-14 5⽉21⽇

⼤仙市 0503 ⼤曲会場 ⼤曲商⼯会議所2F 研修室1/2/3 ⼤仙市⼤曲通町1-13 5⽉21⽇

能代市 0504 能代会場 能代商⼯会議所3F 多⽬的ホール 能代市元町11-7 5⽉23⽇

横⼿市 0505 横⼿会場 サンサン横⼿1F 多⽬的ホール 横⼿市条⾥2-1-15 5⽉23⽇

湯沢市 0506 湯沢会場 湯沢商⼯会議所1F 会議室 湯沢市柳町1-1-13 7⽉6⽇ 7⽉6⽇~10⽇短期開設

⼭形市 0601 ⼭形会場 archs senzoku-yaビル3F A/HI ⼭形市本町2-4-15 5⽉14⽇

鶴岡市 0602 鶴岡会場 庄内産業振興センター　マリカ⻄館3F ⼤会議室/ 第1⼩会議室 鶴岡市末広町3-1 5⽉21⽇

新庄市 0603 新庄会場 ニューグランドホテル2F なでしこ/花梨 新庄市若葉町4-23 5⽉21⽇

酒⽥市 0604 酒⽥会場 マリーン5清⽔屋4F 特設会場 酒⽥市中町2-5-1 5⽉28⽇ 毎週⽕曜

⽶沢市 0605 ⽶沢会場 東京第⼀ホテル⽶沢3F 正宗/フォトスタジオ/謙信 ⽶沢⽒中央1-13-3 5⽉28⽇

天童市 0606 天童会場 イオンモール天童　グルメ棟1F イベントスペース 天童市芳賀タウン北5-15-26 5⽉28⽇

⻑井市 0607 ⻑井会場 タスパークホテル3F アイリス ⻑井市館町北6-27 7⽉13⽇ 7⽉13⽇~20⽇短期開設

郡⼭市 0701 郡⼭会場 郡⼭商⼯会議所 駅前⼤通り会館1F 特設会場 郡⼭市中町10-6 5⽉16⽇

会津若松市 0702 会津若松会場 会津若松商⼯会議所2F ⼤会議室 会津若松市南千⽯町6-5 5⽉21⽇

いわき市 0703 いわき会場 いわき産業創造館LATOV6F セミナー室 いわき市平字⽥町120 5⽉21⽇

福島市 0704 福島会場 コラッセふくしま8F 第1会議室/第2会議室 福島市三河南町1-20 5⽉22⽇

⽩河市 0705 ⽩河会場 新⽩信ビル2F 会議室B ⽩河市⽴⽯96 5⽉22⽇ 毎週⼟⽇祝

南相⾺市 0706 原町会場 原町商⼯会議所2F ⼤会議室 南相⾺市原町区橋本町1-35 5⽉28⽇

⼆本松市 0707 ⼆本松会場 ⼆本松商⼯会議所2F ⼤研修室 ⼆本松市本町1-60-1 5⽉28⽇

喜多⽅市 0708 会津喜多⽅会場 喜多⽅シティホールアネックス（七福神ホール）1F ANNEXホール1 喜多⽅市関柴町⻄勝字井⼾尻48-1 5⽉29⽇

須賀川市 0709 須賀川会場 須賀川商⼯会議所1F ⼤ホール 須賀川市東町59-25 5⽉29⽇

相⾺市 0710 相⾺会場 相⾺商⼯会議所2F ⼤会議室 相⾺市中村桜ヶ丘71 6⽉29⽇ 6⽉29⽇~7⽉6⽇短期開
設
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