令和4年7月15日現在

【事業者向け】

新型コロナウイルス関連支援情報
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相談窓口
給付金・補助金
融資
雇用・従業員
その他

「どんな支援制度を
利用できるか知りたい」
「給付金は欲しいけど、
手続きがわからない」
などのお悩みは、
事業者向け臨時相談窓口へ
お問い合わせください！
電話番号：043-245-5898
（平日9時00分～17時00分）

１ 相談窓口
概要

問い合わせ先
①電話番号②受付時間

事業者向け
臨時相談窓口

各種支援策の案内を行う臨時相
談窓口です。

①043-245-5898
②平日 9時00分～17時00分

公益財団法人
千葉市産業振興財団

中小企業者を支援するための相談 ①043-201-9506
窓口です。
②平日 9時00分～17時00分

千葉商工会議所

中小企業・小規模事業者からの
経営上の相談対応を行う経営相
談窓口です。

①043-227-4103
②平日 9時00分～17時00分

中小企業・小規模事業者を対象
とした経営に関する相談窓口で
す。

①043-221-8111
②9時00分～17時00分

雇用等に関する相談を社会保険
労務士が受け付けます。

①043-300-8282
②平日 9時00分～16時00分
土日 9時00分～15時00分

支援制度

千葉県信用保証協会

労働相談室

※中小企業診断士による相談も実施し
ています。HP等でご確認ください。

※休日の対応はHPでご確認ください。

※正午から午後1時を除く
※祝日・年末年始・蘇我コミュニティセン
ター休館日は休業
※受付は終了15分前まで
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２ 給付金・補助金
支援制度

問い合わせ先
①電話番号②受付時間

概要

【市】
観光バス活用促進
事業

市内の観光バスを所有又は使用す
る事業者に、市内観光バスを利用
した取組みに係る費用の一部を支
援します。

【市】
ハイブリット型MICE
開催促進補助金

MICE関連施設におけるハイブリッド 千葉市ハイブリッド型MICE開催
型MICEの主催者に対し、会場運 促進補助金事務局
営費等の一部を補助します。
①03-3510-3736
②10時00分～17時00分
※土・日・祝除く

【市】
新規市場開拓支援
（映像コンテンツ制作
費助成）

市内中小企業者・創業者の新規
市場開拓・販路拡大のため、見本
市や展示会等で使用する映像コン
テンツの制作に係る費用を助成しま
す。

【市】
事業活動変革促進
支援事業

業態転換、新分野進出、企業再 公益財団法人千葉市産業振興
建等の事業変革にかかる費用を助 財団 産業創造課
成します。
①043-201-9506
②9時00分～17時00分
※土・日・祝・年末年始除く

【市】
ICT活用生産性向上
支援事業

ICT導入等を図る事業者に対し
て、ICT導入等に係る費用を助成
します。

【国】
事業再構築補助金

「新たな日常」への対応のための新 事業再構築補助金
分野展開、業態転換等に対して補 コールセンター
助金を支給します。
①0570-012-088
②9時00分～18時00分
※土・日・祝除く

【国】
中小企業生産性革命
推進事業

設備投資、IT導入、販路開拓等
の支援を一体的かつ機動的に実施
し、複数年にわたって中小企業・小
規模事業者の生産性向上を継続
的に支援します。
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千葉市観光バス活用促進事業
事務局
①043-202-3802
②8時30分～17時30分
※土・日・祝・年末年始除く

公益財団法人千葉市産業振興
財団 産業創造課
①043-201-9504
②9時00分～17時00分
※土・日・祝・年末年始除く

公益財団法人千葉市産業振興
財団 産業創造課
①043-201-9504
②9時00分～17時00分
※土・日・祝・年末年始除く

生産性革命推進事業に係る補
助金 お問合せコールセンター
①03-6837-5929
②9時00分～18時00分
※土・日・祝除く
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３ 融資
支援制度

問い合わせ先
①電話番号②受付時間

概要

【日本政策金融公庫】 業況が悪化した事業者に対
新型コロナウイルス
する無担保での融資枠別枠
感染症特別貸付
制度です。

日本政策金融公庫千葉支店
①中小企業事業
043-243-7121
国民生活事業
043-241-0078
②平日 9時00分～17時00分

【商工中金】
危機対応融資

商工中金特別相談窓口
①0120-542-711
②平日 9時00分～17時00分
土曜 9時00分～15時00分

業況が悪化した事業者に対
する無担保での融資枠別枠
制度です。

【中小企業基盤整備機 新型コロナウイルス感染症
構】
特別貸付、または危機対応
特別利子補給制度
融資の利用者のうち、特に
影響が大きい方に当初3年間
の利子補給を実施します。

【市】
セーフティネット
保証

【市】
中小企業資金融資
(経営安定資金(要件
A))

HP

新型コロナウイルス感染症
特別利子補給制度事務局
①0570-060515
②9時00分～17時00分
※土・日・祝含む

経営の安定に支障が生じている
中小企業者を一般保証と別枠の
保証対象とする資金繰り支援で
す。

千葉市役所産業支援課
経営支援班
①043-245-5284
セーフティネット4号・5号の認 ②8時30分～17時30分
定を受けた方等を対象とした融 ※融資の申込みは、金融機関
にご相談ください。
資です。

４ 雇用・従業員
支援制度
【国】
新型コロナウイルス感
染症対応休業支援金・
給付金

問い合わせ先
①電話番号②受付時間

概要
新型コロナウイルス感染症
及びそのまん延防止の措置
の影響により休業させられ
た労働者のうち、休業中に
賃金（休業手当）を受ける
ことができなかった方に対
し、支給します。
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新型コロナウイルス感染症対
応休業支援金・給付金コール
センター
①0120-221-276
②月～金 午前8時30分～午後
8時00分/土日祝 午前8時30分
～午後5時15分
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４ 雇用・従業員
支援制度

問い合わせ先
①電話番号②受付時間

概要

【国】
雇用調整助成金

事業活動の縮小を余儀なく
された事業主が、雇用の維
持を図るための休業手当に
要した費用を助成します。

【国】
産業雇用安定助成金

事業活動の一時的な縮小を
余儀なくされた事業主が、
在籍型出向により労働者の
雇用を維持する場合、出向
元と出向先の双方の事業主
に対して、その出向に要し
た賃金や経費の一部を助成
します。

【国】
令和３年８月１日から令和
小学校休業等対応助成 ４年３月31日までの間に、
金
以下の子どもの世話を保護
者として行うことが必要と
なった労働者に対し、有給
（賃金全額支給）の休暇
（労働基準法上の年次有給
休暇を除く）を取得させた
事業主を支援します。
【市】
運転免許取得
支援補助金

大型免許等を取得した後、
千葉市内の運送事業者に就
業した方に対し、免許取得
費用を支援する制度です。
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雇用調整助成金、産業雇用安
定助成金、小学校休業等対応
助成金・支援金コールセン
ター
①0120-603-999
②9時00分～21時00分
※土・日・祝含む

千葉市役所雇用推進課
①043-245-5278
②8時30分～17時30分

５ その他
支援制度

問い合わせ先
①電話番号②受付時間

概要

【県】
飲食店における感染防止対
千葉県飲食店感染防止 策を県が認証する制度で
対策認証事業
す。

千葉県飲食店認証事務局
①043-307-9003
②10時00分～18時00分

税金や社会保険料等の納付が猶予される場合があります。
詳しくは、千葉市HPなどでご確認ください。
千葉市HP：新型コロナウイルス関連支援情報（税金・保険料）
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