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新型コロナウイルス感染症

に関する相談窓口等の情報 

    （ガイドブック） 

総務省 千葉行政監視行政相談センター 

〒２６０－００２４ 

千葉市中央区中央港１－１１－３ 千葉地方合同庁舎７階 

電 話 ０４３－２４６－９８２１（代表） 

ＦＡＸ ０４３－２４６－９８２９ 

 

千葉 

 ● このガイドブックは、新型コロナウイルス感染症に関して、関係機関が設置

している主な相談窓口・給付金等の情報について、総務省  千葉行政監視行政

相談センターが関係機関のホームページ等を確認し取りまとめたものです。 
 
 ● 本資料に掲載している情報は、令和５年３月 31 日時点のものです。本資料

の更新時期は特段定めていませんが、重要と考えられる対策が講じられた場合

や大きな変更が生じた場合に更新し、随時当センターのホームページに掲載い

たします（https://www.soumu.go.jp/kanku/kanto/chiba.html）。 
 
 ● 本資料に掲載している相談窓口には、来所での対応が可能な窓口も多くあり

ますが、感染症の拡大防止に向けた外出自粛の要請を踏まえ、来所によらず、

電話での相談、郵送での各種届出・申請、インターネットを通じた情報収集等

の積極的な活用をお願いいたします。 
 
 ● また、国の行政に関するご相談については、当センターにおいて下記のとおり

受け付けております。 
 

○ 電話による相談受付 平日８：３０～１７：１５ 

上記時間帯以外は留守番電話対応となります。 
 

   行政相談専用ダイヤル ０５７０－０９０１１０  

○ インターネットによる相談受付 

URL http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

○ ＦＡＸによる相談受付 ０４３－２４６－９８２９ 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
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【千葉県発熱相談コールセンター】 

 ０５７０－２００－１３９（ナビダイヤル）にご相談ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/corona-soudan.html 

（対応時間）24時間（土日、祝日を含む） 

（対応内容）発熱した際に受診できる医療機関の紹介（千葉県発熱相談コールセンター）、新型

コロナウイルス感染症に関する相談、感染の予防に関すること、心配な症状が出た時の対応

※ 聴覚に障害がある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方は、ファックスをご利用くだ 

   さい（ファックスによるご相談の場合、回答までにお時間をいただく場合があります）。 

          ＦＡＸ ０４３－２２４－８９１０（千葉県健康福祉部疾病対策課） 

      様式 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/documents/fax_1.pdf 

 

（参考）千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、市保健所の相談窓口に、直接、ご相談くださ

い。 

 【千葉市保健所（新型コロナウイルス感染症相談センター）】 

   ０４３－２３８－９９６６ 

   所在地 〒261-8755 千葉市美浜区幸町１-３-９ 千葉市総合保健医療センター内 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-

19/consultation.html 

（対応時間）９：００～１９：００ 

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12／29～1／3)は９：００～１７：００） 

（対応内容）感染の予防に関すること、健康の不安に関することなどやかかりつけ医をお持ち 

でない方や受診する医療機関がわからない方の相談（新型コロナウイルス感染症相 

談センター） 

※ 耳や言葉の不自由な方からのお問い合わせ 

    ＦＡＸ ０４３－３０７－７２７４ 

    メール   chibashicorona@city.chiba.lg.jp 

 【船橋市保健所（新型コロナウイルス感染症相談センター）】 

   ０４７－４０９－３１２７ 

   所在地 〒273-8506 船橋市北本町１-１６-５５ 船橋市保健福祉センター内 

    https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/kansenshou/001/p077427.html 

（対応時間）９：００～１９：００ 

（土曜日、日曜日、祝休日は９：００～１７：００） 

（対応内容）新型コロナウイルスに関する一般的な相談や新型コロナウイルス感染症の疑い 

例の方から相談に応じるための相談窓口です。 

※ 聴覚障害などにより電話での相談が難しい方からのお問い合わせ 

１ 感染が疑われる場合・自宅療養される場合等の相談窓口 
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    ＦＡＸ ０４７－４０９－２９５２ 

【柏市保健所（受診相談センター）】 

   ０４－７１６７－６７７７ 

   所在地 〒277-0004 柏市柏下６５-１ ウェルネス柏内 

    http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/061600/p053577.html 

（対応時間）平日 ９：００～１７：００ 

（対応内容）発熱や新型コロナウイルスに関連した症状について、かかりつけ医がいない等 

困ったときは連絡をください。 

※ 症状が急激に悪化したとき、熱があり呼吸困難の症状がある場合など、医療機関 

に迅速に搬送する必要があると判断された場合は、その症状を見逃さず、迷わずに、

素早く119番で救急車を呼ぶことも（住所・氏名を忘れずに） 

※  また、お住まいの地域の救急当番医や夜間休日急患診療所も御参照ください。 

ちば救急医療ネット 

   http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/ 

                    

 （千葉県ホームページ引用） 
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感染が疑われる場合 

１. 相談・受診の前に心がけていただきたいこと  

 ●  発熱等のかぜ症状がみられるときは、学校や会社を休み外出を控える。 

● 発熱等のかぜ症状がみられたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 

● 基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症以外の病気 

が心配な方は、まずはかかりつけ医等に電話で御相談ください。 

２. 発熱相談コールセンターにご相談いただく目安  

● 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに「発熱相談センター」にご相談くださ 

い（これらに該当しない場合の相談も可能です。）。 

・ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合 

・ 重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(ＣＯＰＤ等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている 

方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

・ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 

（症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症 

状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同 

様です。） 

☆  相談は、かかりつけ医または、お近くの医療機関に電話で御相談ください。 

        相談先で診察・検査ができない時や相談先がわからない時は、発熱相談窓口（千葉県発熱相 

談コールセンターや市町村、発熱相談医療機関等）に御相談ください。 

   発熱相談窓口一覧は、 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/hatsunetsu.html （地域別一覧を掲載） 

  でご確認ください。一覧に掲載されている医療機関は、発熱患者等の相談を受け付ける医療機関 

です。当該医療機関で必ず診療・検査を受けられるわけではありません。 

＜妊婦の方へ＞ 

妊婦の方については、念のため、重症化しやすい方と同様に、早めに「発熱相談コールセンタ 

ー」等の相談窓口にご相談ください。 

＜お子様をお持ちの方へ＞ 

小児については、小児科医による診察が望ましく、早めにかかりつけ小児医療機関に電話など 

でご相談ください。 

※ この目安は、千葉県民の皆様が相談・受診する目安です。これまでどおり、検査については医師が個 

別に判断します。 

 

３. 医療機関にかかるときのお願い  

１） 必ず電話で事前に御連絡いただくようお願いします。 

医療機関では、感染拡大防止のために、発熱患者の診療時間や受付・診療場所を分けて対応 

しております。 
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自己判断で複数の医療機関を受診することにより、感染を拡大した例がありますので、複数 

の医療機関を受診することはお控えください。 

医療機関を受診する際には、マスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット（咳やくしゃみ 

をする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖を使って、口や鼻をおさえる）の徹底をお願 

いします。 

２） 「お薬手帳」または服用しているお薬を必ず持参してください。 

薬剤を処方するに当たっては、患者さんが服用しているお薬を確認し、使用できるか判断が必 

要となりますので、受診の際には「お薬手帳」などの持参についてご協力をお願いします。 

３） 適切な医療の提供の確保のため、重症化リスクが低いと考えられる方（※１）は、医療機関 

  の受診前に、抗原定性検査キット等で自ら検査していただいた上で受診くださいますようお願 

いします（※２）。なお、従来どおり、検査前でも医療機関への受診は可能です。また、症状 

が重い場合や急変時等には速やかに医療機関を受診してください。 

      ※１ 重症化リスクの低い方は、以下に該当しない方です。 

・  65歳以上の方 

・  重症化リスク因子となる疾病等（悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患等）、慢性 

腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満（BMI30以 

上）、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下 等） 

を有する方 

・ 妊娠している方 

※２ 新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」を 

選んでください。 

・ 「研究用」と称して市販されている抗原定性検査キットは、国が承認した「体外診断用医 

薬品」ではなく、性能等が確認されたものではないことにご注意ください。 

４）かかりつけ医等で身近な医療機関がない場合には、以下のいずれかの方法により、お近くの 

発熱外来指定医療機関に電話で相談してください。 

・ 所在市区町村や発熱外来開設曜日など条件を設定して探す。 

       千葉県 発熱外来検索システム 

        https://7c1e6deb.viewer.kintoneapp.com/public/ 

ea8976f0bf767e686c6720f753d67f418994881b18663c5e3eca225e0da88592/ 

・ 発熱外来一覧から探す。 

発熱外来指定医療機関 

        https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/documents/00_gairai-zenken.pdf 

・ 発熱外来を地図上で探す 

発熱外来指定医療機関マップ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid= 

1OZaBICiRTZeKGryXTm5xHcFsWPqTEQD_&ll= 

35.483430996660154,140.32813430000002&z=10 
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・ 発熱外来を電話で紹介してもらう。 

千葉県発熱相談コールセンター等（４ページから５ページ参照） 

もしくは 発熱相談窓口一覧 を御利用ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/documents/00_ichiran-zenken.pdf 

※ 熱相談窓口一覧に掲載されている医療機関は、発熱患者等の相談を受け付ける 

医療機関です。当該医療機関で必ず診療・検査を受けられるわけではございませ 

ん。 

５）発熱外来以外で小児の発熱患者の外来診療を実施する医療機関 

  発熱外来の指定を受けていませんが、小児の発熱患者の外来診療を実施する医療機関です。 

    https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/documents/syounika.pdf 

        

新型コロナウイルス感染症と診断された方、そのご家族の方へ 

 千葉県の保健所管内にお住みの方について記載しています。千葉市、船橋市、柏市にお住みの方は

一部取扱いが異なります。詳しくは各市のホームページをご確認ください。 

 千葉市  

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/info_support.html 

 船橋市 

  https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/004/p094893.html 

 柏市   

  https://www.city.kashiwa.lg.jp/anshinanzen/covid19/kensayosei/index.html 

 

発生届出対象外の方 

例）重症化リスクがなく、検査キットでご自身で検査し陽性となった方 

医療機関を受診し、発生届出対象外と言われた方 など 

 １ . 千葉県陽性者登録センターへの申込みをお願いします。 

・ パルスオキシメーターや宿泊療養施設の利用には本申込みが必ず必要です。 

   ・ 申込みを受け付けると陽性者登録センターから申込者にメールが届きます。 

（千葉県陽性者登録センターへの申込み） 

区分 医療機関の診断を受けていない方 

（自己検査者窓口） 

医療機関の診断を受けた方 

（医療機関受診者窓口） 

65歳以上の方 申込不可（＊２） 申込不可（＊２） 

重症化リスク因子となる疾病等 

（＊１）を有する方 

申込不可（＊３） 申込可能（＊3） 

（受診した医療機関の指示

に従ってください） 

妊娠している方 申込不可（＊２） 申込不可（＊2） 

上記のいずれにも該当しない方 申込対象 申込対象 
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＊１ 悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患（COPD等）、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、

糖尿病、脂質異常症、肥満（BMI外部サイトへのリンク30以上）、臓器の移植、免疫抑制剤、抗が 

ん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下等 

＊２ 医療機関を受診してください。診断した医師が保健所へ発生届を提出するので、陽性者登録の 

申込みは不要です。 

＊３ 医療機関を受診してください。医師から一定の治療薬の投与や酸素投与が不要と診断された場 

合には、医療機関受診者窓口から陽性者登録の申込みをお願いします。一定の治療薬等の投与が 

必要と診断された場合には、診断した医師が保健所へ発生届を提出するので、陽性者登録の申込 

みは不要です。 

２ 申込内容を陽性者登録センターで確認します。 

入力内容に不備があった場合には、陽性者登録センターからメールが届きますので、それ 

に従って対応してください。 

３ 登録完了後に陽性者登録センターからメールが届きます。 

  療養にあたって確認いただきたい事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。 

    ４   My HER-SYS（マイハーシス）の登録を求めるＳＭＳ及び８ケタのＩＤが届きます。 

毎日の健康状況を入力できるMy HER-SYSに登録し、体調の自己管理にご活用ください。 

  My HER-SYSの登録は、下記ＵＲＬです。 

https://cov19mhlw.b2clogin.com/cov19mhlw.onmicrosoft.com/B2C_1_www 

/oauth2/v2.0/authorize?client_id=82d9e132-0309-4b8d-983e-

5b9d89e918ed&response_type=code&redirect_uri 

=https://www.cov19.mhlw.go.jp/&scope=https://cov19mhlw.onmicrosoft.com 

/backend/user_impersonation&response_mode=query&ui_locales=ja 

５ 療養中に気を付けていただきたいこと 

   ・ 医師によるオンライン健康相談が14日間無料で利用可能です(利用に必要な企業ＩＤは 

メールに記載）。 

   ・ 症状が悪化した場合は、自宅療養者フォローアップセンター相談窓口（メールに記載 

の電話番号）、または、発熱相談コールセンター（0570-200-139）までご連絡ください。 

   ・ 症状が急に重くなったときは、新型コロナウイルス感染者であることを伝え、救急車 

を要請（119番）してください。 

  ６ 原則、自宅療養となります。 

パルスオキシメーターや宿泊療養施設の利用に対する申込みを受け付けていますので、 

必要に応じご利用ください。 

   （ご自宅で療養されている方へ） 

新型コロナウイルス感染症によりご自宅で療養される皆様には、療養生活にご不安を抱 

えていることと思います。 

    ご自宅で療養される方が安心して療養できるよう、必ず、守っていただきたい事項を記 

載したしおりを作成しております。 
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https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/kenkouken/jitakuryouyou.html 

（宿泊療養を希望される方へ） 

宿泊療養に係る注意事項等や宿泊療養施設への持ち物等について、事前にご確認をお願 

いします。 

宿泊療養施設での健康観察に使用するため、入所前にMy HER-SYSを利用登録いただき、 

体温等のご入力をお願いいたします。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/ncov/hotel/hotel00.html 

７ 療養終了 

新型コロナウイルス感染症感染者の療養・退院終了基準は、以下のＵＲＬのとおりです。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ryouyoutaiinkijun.html 

なお、保健所において療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりませ 

ん。 

  また、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点 

化するなどにより、原則、保健所から感染者様への療養終了時の連絡はしないこととしまし 

た。つきましては、ご自身で上記ページから解除基準を満たすかご確認をお願いします。 

  ※ 発生届出対象外の方（陽性者登録センターへ登録いただいた方含む）は療養証明書の 

発行はできません。 

発生届出対象の方 

例）医療機関を受診し、発生届出のあった方 など 

（※）発生届出対象 

 （1） 65歳以上の者 

（2） 入院を要する者（※診断時点で直ちに入院が必要ない場合であっても、基礎疾患等に 

より、入院の必要が生じる可能性があると医師が判断した場合も含まれる） 

（3） 重症化リスク（注）があり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者 又は 重症 

化リスク（注）があり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者 

       （注）悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患（COPD等）、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、 

喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満（BMI30以上）、臓器の移植、免疫抑制 

剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下 等 

１  検査や受診をした医療機関から陽性判明の連絡があります。 

・ 検査や受診した医療機関から、検査結果の連絡がご本人にあります。 

・ 医療機関（医師）が、新型コロナウイルス感染症と診断し、発生届出対象の場合は医療 

機関（医師）から保健所に発生届が提出されます。 

２ 千葉県からＳＭＳが届きます。 

療養にあたって確認いただきたい事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。 

  ＳＭＳに関するページのＵＲＬ 

   https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/covid19-sms.html 

※  受診した医療機関に携帯電話番号をお伝えしていないこと等でＳＭＳが届かない場合 
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の対応についても、上記ＵＲＬにて確認ください。 

※  陽性判明から2日以上経ってもＳＭＳが届かない場合は、医療機関から報告いただいた 

電話番号が固定電話であったり、誤った番号が登録されていたりする可能性があるので、 

お住まいの市町村を管轄する保健所(１３ページ参照)にご連絡ください。 

３ My HER-SYS（マイハーシス）の登録を求めるＳＭＳ及び８ケタのIDが届きます。 

新型コロナウイルス感染症と診断された方へは、保健所から新型コロナウイルス感染症患 

者等の毎日の健康状況を把握するシステムであるMy HER-SYSの登録を求めるSMSが届きます。 

     My HER-SYSの登録により、毎日の健康状況の報告をスマートフォンで手軽に入力できるほ 

か、自分の過去の報告内容を確認し、体調管理のセルフチェックができるようになります。 

     安心してお過ごしいただくためにも、是非、健康状態の確認とMy HER-SYSへの入力をお願 

いします。 

My HER-SYSの登録は、下記ＵＲＬです。 

https://cov19mhlw.b2clogin.com/cov19mhlw.onmicrosoft.com/B2C_1_www 

/oauth2/v2.0/authorize?client_id=82d9e132-0309-4b8d-983e-

5b9d89e918ed&response_type=code&redirect_uri 

=https://www.cov19.mhlw.go.jp/&scope=https://cov19mhlw.onmicrosoft.com 

/backend/user_impersonation&response_mode=query&ui_locales=ja 

４ 療養中に気を付けていただきたいこと 

・ My HER-SYSによる健康観察にご協力ください。 

・ My HER-SYSや自動架電による健康観察が難しい等の場合には、保健所等から電話等にて 

ご連絡します。 

・ 医師によるオンライン健康相談（SMSに記載）が14日間無料で利用可能です（利用に必要 

な企業ＩＤはＳＭＳに記載）。 

・ 症状が悪化した場合は、自宅療養者フォローアップセンター相談窓口（ＳＭＳに記載の 

電話番号）、または、発熱相談コールセンター（0570-200-139）までご連絡ください。 

・ 症状が急に重くなったときは、新型コロナウイルス感染者であることを伝え、救急車を 

要請（119番）してください。 

５ 療養場所の決定 

健康状態等を踏まえ、宿泊療養先・入院先を調整します。それまでは、自宅待機をお願い 

いたします。 

（ご自宅で療養されている方へ） 

新型コロナウイルス感染症によりご自宅で療養される皆様には、療養生活にご不安を抱 

えていることと思います。 

    ご自宅で療養される方が安心して療養できるよう、必ず、守っていただきたい事項を記 

載したしおりを作成しております。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/kenkouken/jitakuryouyou.html 
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（宿泊療養を希望される方へ） 

宿泊療養に係る注意事項等や宿泊療養施設への持ち物等について、事前にご確認をお願 

いします。 

宿泊療養施設での健康観察に使用するため、入所前にMy HER-SYSを利用登録いただき、 

体温等のご入力をお願いいたします。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/ncov/hotel/hotel00.html 

６ 療養終了 

新型コロナウイルス感染症感染者の療養・退院終了基準は、以下のＵＲＬのとおりです。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ryouyoutaiinkijun.html 

なお、保健所において療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりませ 

ん。 

  また、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点 

化するなどにより、原則、保健所から感染者様への療養終了時の連絡はしないこととしまし 

た。つきましては、ご自身で上記ページから解除基準を満たすかご確認をお願いします。 

  療養を証明する書類について 

千葉県では、新型コロナウイルス感染症に感染し、医療機関から発生届出の出ている方 

について、申請等により保険会社の医療保険等の入院給付金の請求のための療養を証明す 

る書類を発行しています。 

   申請方法等についてはこちらのＵＲＬをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ryouyoushoumei.html 

（療養を証明する書類について） 

※ 千葉市、船橋市、柏市在住の方は、各市にお問い合わせください。 

 

※ 令和２年５月１日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡（令和４ 

 年１月31日一部改正）において、療養終了後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に 

証明（医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは 

抗原定性検査キットによる陰性証明等）を提出する必要はないとされております。ご理解及 

びご協力をお願いいたします。 
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【千葉県の保健所（健康福祉センター）】（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

名称 所在地 管轄市町村 電話番号 

習志野健康福祉センタ

ー 

〒275-0012 

習志野市本大久保５-７-１４ 

習志野市、八千代市、鎌ケ

谷市 
047-475-5154 

市川健康福祉センター 
〒272-0023 

市川市南八幡５-１１-２２ 
市川市、浦安市 047-377-1103 

松戸健康福祉センター 

〒271-8562 

松戸市小根本７ 

東葛飾合同庁舎内 

松戸市、流山市、我孫子市 047-361-2140 

野田健康福祉センター 
〒278-0006 

野田市柳沢２４ 
野田市 04-7124-8155 

印旛健康福祉センター 

〒285-8520 

佐倉市鏑木仲田町８-１ 

 印旛合同庁舎内 

佐倉市、四街道市、八街

市、印西市、白井市、酒々

井町、栄町 

043-483-1466 

 （成田支所） 
〒286-0036 

成田市加良部３-３-１ 
成田市、富里市 0476-26-7231 

香取健康福祉センター 

〒２８７－０００３  

香取市佐原イ９２－１１ 

香取合同庁舎２階 

香取市、神崎町、多古町、

東庄町 
0478-52-9161 

海匝健康福祉センター 

〒288-0817 

銚子市清川町１-６-１２ 

旭県税事務所銚子支所２階 

銚子市 0479-22-0206 

 
（八日市場地域保健センタ

ー） 

〒289-2144 

匝瑳市 

八日市場イ２１１９-１ 

旭市、匝瑳市 0479-72-1281 

山武健康福祉センター 

〒283-0802 

東金市東金９０７-１ 

東金市、山武市、大網白里

市、九十九里町、芝山町、

横芝光町 

0475-54-0611 

長生健康福祉センター 

〒297-0026 

茂原市茂原１１０２-１ 

長生合同庁舎２階 

茂原市、一宮町、睦沢町、

長生村、白子町、長柄町、

長南町 

0475-22-5167 

夷隅健康福祉センター 
〒299-5235 

勝浦市出水１２２４ 

勝浦市、いすみ市、大多喜

町、御宿町 
0470-73-0145 

安房健康福祉センター 
〒294-0045 

館山市北条１０９３-１ 
館山市、南房総市、鋸南町 0470-22-4511 

 
（鴨川地域保健センタ

ー） 

〒296-0001 

鴨川市横渚１４５７-１ 
鴨川市 04-7092-4511 

君津健康福祉センター 
〒292-0832 

木更津市新田３-４-３４ 

木更津市、君津市、富津

市、袖ケ浦市 
0438-22-3745 

市原健康福祉センター 

〒290ー0082  

市原市 

五井中央南１-２-１１ 

市原市 0436-21-6391 
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感染者の療養終了と待機期間 

（新型コロナウイルス感染症の療養解除） 

一般的には、発症日（無症状患者では検体採取日）を０日目とした10日目（無症状患者は７日目）

が経過するまでが療養期間で、その翌日が療養解除日です。 

なお、感染者が増大する中、保健所の対応について重症化リスクのある方への支援に重点化する 

ため、原則、保健所から感染者様への療養終了時の連絡はしないこととしました。つきましては、 

ご自身で以下の解除基準についてご確認をお願いします。 

【有症状患者の場合】 

発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合 

  ※ 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること(症 

状がすべて無くなることを必要とはしません) 

 ○ 10日目以前に症状軽快の場合   

０日目 １日目 ・・・ Ⅹ日目 ・・・ Ⅹ日目 

＋１日目 

・・・ ７日目 ８日目 

以降 

発 症   症状 

軽快 

   療養 

最終日 

解除 

(通常生活) 

     ※  10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健 

康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪 

問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、 

自主的な感染予防行動の徹底が必要とされる。 

○ 10日目以降に症状軽快の場合   

０日目 １日目 ・・・ 10日目 ・・・ Ⅹ日目 ・・・ Ⅹ日目 

＋１日目 

Ⅹ日目 

＋２日目以降 

発 症     症状 

軽快 

 療養 

最終日 

解除 

（通常生活） 

【無症状患者の場合】 

  陽性確定に係る検体採取日から7日間経過した場合 

０日目 １日目 ・・・ ７日目 ８日目以降 

検体 

採取 

（陽性）   解除 

（通常生活） 

※  解除後も10日間経過するまでは、検温などご自身で健康状態を確認して下さい。 

※  当初は無症状であったが、療養中に症状が出てきた場合は、症状が発現した日を発症日とし、 

【有症状患者の場合】の基準に沿って療養してください。 

陽性確定に係る検体採取日から５日目も検査キットにより陰性を確認した場合 

０日目 １日目 ・・・ ５日目 ６日目以降 

検体 

採取 

（陽性）  検査キット 

（陰性） 

解除 

（通常生活） 



 

- 15 - 

 

※  ７日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健 

康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪 

問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、 

自主的な感染予防行動の徹底が必要とされる。 

●  有症状患者の方で、発症日から10日が経過した時点で症状軽快後72時間が経過しておらず、

療養の継続が必要と思われる場合は、管轄の保健所へお問い合わせください。 

（療養解除日以降の過ごし方について） 

●  仕事や通学など、通常の生活を再開していただいて差し支えありません。 

●  解除の時点で何らかの症状（コロナ後遺症の可能性）が残っており、相談したい場合は、かか 

りつけ医や診断を受けた医療機関、最寄りの保健所へお問い合わせください。 

●  感染者でも再感染の可能性が否定できないことから、マスク着用など引き続き感染予防に努め 

てください。新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。 

（陰性化確認のための検査） 

新型コロナウイルス感染症は、無症状及び軽症・中等症においては現行の療養解除基準を満たし 

た症例では、他者へ感染のリスクは極めて低いとされています。 

     そのため、保健所において療養解除の際に「陰性を確認するための検査」は実施しておりませ 

ん。 

     陰性化確認のための検査を受けたい場合には、自己負担（保険適用外）となります。 

 

詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。 

        https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ryouyoutaiinkijun.html   

 

濃厚接触者と待機期間 

 新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査等で陽性となった者（陽性者）と、感染の可能性のある 

期間（①症状のある人では症状が出る２日前から入院等になるまでの期間、②症状のない人では検 

体採取時から２日前の期間）に接触し、以下の範囲に該当する場合は濃厚接触者とみなされます。 

実際には、この定義をもとに、保健所が患者、または家族や会社などから聞き取り調査をし、状 

況に応じて総合的に判断しています。 

・ 陽性者と同居あるいは長時間の接触があった人 

・ 陽性者と長時間接触した人（車内、航空機内などを含む。機内は国際線では陽性者の前後２列以内

の列に搭乗していた人、国内線では周囲２ｍ以内に搭乗していた人が原則） 

・ 適切な感染防護無し（サージカルマスクの着用及び適切な手洗いに加え、必要に応じて眼の防護具

（ゴーグルまたはフェイスシールドの着用が無い）に患者を診察、看護もしくは介護していた人 

・ 陽性者の気道分泌液や体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い人 

・ 手でふれることができる距離（目安として１ｍ以内）で、必要な感染予防策（マスクの着用等）なし

で陽性者とで15分以上接触があった人 
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千葉県における感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定に関する対応 

 感染状況を踏まえ、当面の間、保健所及び学校等において以下のとおり対応することとする。 

同居家族 ハイリスク施設（※１）

及び医療機関 

事業所等 クラスター発

生施設 事業所等

（右記を

除く） 

（※２） 

小学校、義務教育学校、

特別支援学校、中学校、

高等学校、放課後児童ク

ラブ 

保健所が濃厚接触者 

を特定 

・原則、ＳＭＳ等で同 

一世帯内の全ての同 

居者を濃厚接触者と 

することを周知する 

ことにより特定す 

る。 

保健所が積極的疫学調査

を実施し、濃厚接触者を

特定 

・原則、保健所が調査を実 

施するが、陽性者の確認

された事業所が濃厚接触

者等の候補者リストを保

健所に提示し、保健所が

認定する対応も可能 

・ハイリスク施設は、感染 

者が１名以上発生したら

所管課へ報告 

行政とし

ては、疫

学調査は

実施しな

い。 

学校（放課後児童クラブ

は除く）が感染リスクの

高い者（※３）を確認 

・感染リスクの高い者のリ

ストを保健所に提示する

必要はない。 

放課後児童クラブ 

・原則、陽性者の確認され

た放課後児童クラブから

濃厚接触者等の候補者リ

ストを保健所に提示し、

保健所が認定 

保健所が積極

的疫学調査を

実施し、濃厚

接触者を特定 

※１ 高齢者施設等（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症 

グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、 

短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所）及び障害児者施設（障害者支援施設、共同生活 

援助事業所、重度障害者等包括支援事業所（共同生活援助を提供する場合に限る。）、福祉ホーム、短 

期入所事業所、療養介護事業所、宿泊型自立訓練事業所、障害児入所施設）を指す。 

※２ 保育所、幼稚園、認定こども園を含む。 

※３ 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」（令和３年11月29日版；国立感染症 

     研究所 実地疫学研究センター）で示す濃厚接触者に相当する者をいう。15ページにおける「濃厚接触者」 

  の定義と同じ 

 

濃厚接触者の待機期間の短縮及び待機中の陰性確認による業務従事を行う場合 

 濃厚接触者となった場合は、新型コロナウイルス感染症感染者と接触があった日を０日として翌 

日から５日間（６日目解除）は、外出の自粛（自宅待機）と健康観察をお願いいたします（令和４年

７月22日以降の対応）。 

濃厚接触者の待機期間は、最終接触日を０日目として５日間が原則ですが、２日目及び３日目に抗

原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合、社会機能維持者であるか否かに関わらず、３

日目から待機解除が可能となりました。 

上記いずれの場合であっても、７日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、

高齢者 や基礎疾患を有する者 等感染した場合に重症化リスクの高い方（以下「ハイリスク者」）との



 

- 17 - 

 

接触やハイリスク者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、 感

染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスク着用等の感染対策をとるようお願いします 。 

ハイリスク施設や保育所等の従事者が濃厚接触者となった場合、外部からの応援職員等の確保が困

難な施設であって、一定の要件（※）を満たす限りにおいて、待機期間中、毎日の検査による陰性確

認によって、業務への従事が可能です。 

上記の待機期間短縮の判断については、個別に保健所へ確認する必要はありません。 

対象者 適用ケース・ 

検査方法 

陽性者との最終接触日からの日数 

０日目 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目 

すべての 

濃厚接触者 

原則となる待機期間 最終 

接触日 

自宅待機・感染対策・健康観察 
待機 

最終日 

待機 

解除日 
７日目

まで感

染対策

・健康

観察を

継続 

待機期間短縮 

（抗原定性キット利

用） 

 
キット

使用で

陰性 

キット

使用で

陰性判

明時点 

   

自宅待機・感染

対策・健康観察 

待機 

解除 

エンセンシ

ャルワーカ

ー 

原則となる待機期間 自宅待機・感染対策・健康観察 
待機 

最終日 

待機 

解除日 

待機期間短縮・業務

従事する場合 

（抗原定性キット利

用） 

キット

使用で

陰性 

キット

使用で

陰性 

キット

使用で

陰性判

明時点 

   

 待機 

 解除 

上記のうち、

医療従事者 

原則となる待機期間 自宅待機・感染対策・健康観察 
待機 

最終日 
待機 

解除日 

待機期間短縮・業務

従事する場合 

（事業所においてＰ

ＣＲ検査・抗原定量

検査を実施） 

ＰＣＲ

検査・

抗原定

量検査

を実施 

ＰＣＲ

検査・

抗原定

量検査

を実施 

ＰＣＲ

検査・

抗原定

量検査

を実施

。陰性 

 判明 

 時点 

   

待機 

 解除 

待機期間短縮・業

務従事する場合 

（抗原定性キット

利用） 

キット

使用で

陰性 

キット

使用で

陰性 

キット

使用で

陰性判

明時点 

   

 待機 

解除 

（注）１． エンセンシャルワーカー（社会機能維持者）とは、特定の仕事内容を指し示す言葉ではなく、日 

々の生活を維持していくために新型コロナの感染リスクを感じながら現場で働き続けてくれている 

職業の方の総称です。例えば医師・看護師に代表される「医療従事者」、運送・配送に携わる「ドラ 

イバー」、市役所（公務員）に勤める方や保健所に勤める保健師・生活相談や介護・福祉等の分野で 

働く方々、スーパー等の食料品店で働く店員の方、保育士や学校教員、電気・ガス・水道整備やゴ 

ミ収集に携わる方達など、社会インフラに関係するような職業・仕事に従事する方を示します。 
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   ２．濃厚接触者が引き続き、業務に従事するには、次の要件が必要となります。 

    (1) 他の従事者による代替が困難な従事者であること。 

(2) 新型コロナウイルスワクチンの追加接種（３回目接種をいう。）を実施済みで、追加接種後14日 

間経過した後（ただし、２回目接種から６か月以上経過していない場合には、２回接種済みで、２ 

回目の接種後14日間経過した後でも可）に、新型コロナウイルス感染症患者と濃厚接触があり、濃 

厚接触者と認定された者であること。 

(3) 無症状であり、毎日業務前にＰＣＲ検査又は抗原定量検査（当該検査による実施が困難である場 

 合は、抗原定性検査キット〔薬事承認された「体外診断用医薬品」〕により検査を行い、陰性が確 

認されていること。検査は、エンセンシャルワーカー（社会機能維持者）の所属する事業者の費用 

負担（自費検査）によります。 

(4) 濃厚接触者である当該従事者の業務を、所属の管理者が了解していること。 

 

濃厚接触者である同居家族等の待機期間について 

陽性者の濃厚接触者であって、陽性者と生活を共にする同居家族・同居者（以下「同居家族等」と 

いう）の待機期間は、下記のとおりです。 

 待機解除後も、７日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾 

患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方（以下「ハイリスク者」）との接触やハイリスク 

者が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場 

所の利用や会食等を避け、マスク着用することの感染対策をとるようお願いします 。 

陽性者が有症状・無症状で、自宅療養した場合 

   陽性者の発症日（陽性者が無症状（無症状病原体保有者）の場合は検体採取日）又は陽性者の発 

症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を０日目として、５日間（６日目解除） 

とします。 

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ～ ５日目 ６日目 ８日目 ７日目 備考 

陽性者 有症状 発症日  
陽性 

判明 
  

  
 

療養 

解除日 
注１ 

無症状 
検体 

接種日 
    

  
 

療養 

解除日 
注２ 

同居家族等  
家庭内 

感染対策

開始日 

       注３ 

 
待機期間

開始日 
  

 待機 

５日目 

最終日 

待機 

６日目 

解除日 

  

 （待機短縮 

 のケース） 
 

 抗原定

性検査

キット

で陰性 

抗原定

性検査

キット

で陰性 

  
   

注３ 

注４ 

 （注）１. 症状改善後、24時間経過するまでは延長 

    ２． 途中で発症した場合は、その日から10日間及び症状改善後、24時間経過するまでは延長 

    ３． ７日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する 

者等感染した場合に重症化リスクの高い方（以下「ハイリスク者」）との接触やハイリスク者が多 
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く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所 

の利用や会食等を避け、マスク着用することの感染対策をとるようお願いします 。 

    ４．３日目の陰性確認時点から待機解除が可能です。 

陽性者が無症状で、自宅療養中に発症した場合 

   陽性者が診断時点で無症状病原体保有者であり、自宅療養中に発症した場合は、その発症日を０ 

日目として起算します。 

【注意】 

・  家庭内での感染対策とは、日常生活を送る上で可能な範囲での、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、 

物資等の共用を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。 

・ 濃厚接触者とならないよう厳格な隔離等を行うことまでを求めるものではありません。 

・ 家庭内感染対策の内容について保健所の確認や指示は不要です。 

・ 同居家族等の濃厚接触者としての待機期間が終了した後も、陽性者の療養終了までは、検温など自身に 

よる健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染 

対策をお願いします。 

・ 同居家族等の中で別の家族が発症した場合は、改めてその発症日（当該別の家族が無症状の場合は検体 

採取日）を０日目として起算して待機をお願いします。 

 ０日目 １日目 ２日目 ３日目 ～ ８日目 ９日目 10日目 備考 

陽性者 
有症状 

→ 

無症状 

検体 

接種日 
 

 
発症日    

療養 

最終日 

（発症から 

７日目） 

注１ 

同居家族等  
家庭内 

感染対策

開始日 

リセット 
家庭内 

感染対策

開始日 

    注２ 

 
待機期間

開始０日 

待機期間

開始０日 
 

待機 

５日目 

最終日 

待機 

６日目 

解除日 

 

 （注）１. 療養解除日は発症から７日目｡ 症状改善後、24時間経過するまでは延長 

          途中で発症した場合は、その日から７日間及び症状改善後、24時間経過するまでは延長 

    ２． ７日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者や基礎疾患を有する 

者等感染した場合に重症化リスクの高い方（以下「ハイリスク者」）との接触やハイリスク者が多 

く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所 

の利用や会食等を避け、マスク着用することの感染対策をとるようお願いします 。 

 

詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。 

 （濃厚接触者について） 

   https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/noukousessyokusya.html 

（オミクロン株が主流である間の感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定・行動制限及び 

積極的疫学調査について） 

 https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/chiba-omicron.html 
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＜外国人の方へ＞ 

厚生労働省では、外国人を対象とした、新型コロナウイルスへの感染を疑う方の相談先や受診方 

法等を掲載したホームページを英語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、 

やさしい日本語で作成しました。 

（１） 都道府県別に、多言語で新型コロナウイルス感染症の相談ができる窓口の一覧を掲載 

 （２） 知りたい情報を簡易に検索できる多言語チャットボットを搭載 

 （３） その他、新型コロナウイルス感染症の基本情報や、感染予防策等を掲載 

  【ホームページ URL】 https://www.covid19-info.jp 

 

 千葉県では、国や県が提供する情報に基づき、新型コロナウイルスに関する様々な情報について、

日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語でご案内をします。リンク先の画面の 

メッセージ欄に質問を入力するか、表示される項目から知りたいことを選択してください。 

千葉県新型コロナウイルス感染症 お問合せチャットボットサービス 

   https://covid19-chiba.obot-ai.com/ 

 

 

 

 

● 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な電話相談を行いたい方は、以下の電話相談窓口に 

ご相談ください。 

【厚生労働省の電話相談窓口】 

０１２０－５６５６５３（フリーダイヤル） 

  （受付時間）・日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 ：  

９：００～２１：００（土日・祝日を含む） 

・タイ語 ： ９：００～１８：００（土日・祝日を含む） 

        ・ベトナム語 ： １０：００～１９：００（土日・祝日を含む） 

＜外国人の方へ＞ 

令和２年12月１日（火）９時より、既存の日本語に加え、外国語でのリスクコミュニケー

ションを行うため、７言語による対応を開始しています。 

  ※聴覚に障害のある方は、ＦＡＸ ０３－３５９５－２７５６ 

メールアドレス corona-2020@mhlw.go.jp をご利用くださ 

い。 

  【千葉県の電話相談窓口】 

千葉県発熱相談コールセンター 

０５７０－２００－１３９（ナビダイヤル）にご相談ください。 

（受付時間 ２４時間（土日・祝日を含む）） 

    詳しくは、「１ 感染が疑われる場合の相談窓口」をご覧ください。 

２ 一般的な相談窓口 
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●  新型コロナウイルス感染症に係る各種支援のご案内 

新型コロナウイルス感染症の対応について、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室に 

おいて、国民の皆様に向けて各種支援・行政の取り組みの情報をホームページに掲載しています。

また、主な各種支援につきましては、本ガイドブックの各項目をごらんください。 

   内閣官房ホームページ（新型コロナウイルス感染症に係る各種支援のご案内） 

    https://corona.go.jp/action/ 

 

●  新型コロナウイルス感染症への取り組み 

 千葉県では、令和４年11月29日、国の新型コロナウイルス感染症対策分科会において示された 

「今秋以降の感染拡大で保健医療への負荷が高まった場合に想定される対応」（令和４年11月11日） 

を受け、千葉県におけるレベルの移行に係る指標「オミクロン株対応の新レベル分類」を定めまし 

た。 

（概要） 

① 感染の状況や医療ひっ迫の状況等を評価するレベル分類について、レベル1からレベル4の4つ 

の区分とし、判断する上で参考とする事象及び指標を定めた。 

② レベルの移行にあたっては、保健医療の負荷の状況、社会経済活動の状況、感染状況、近隣都 

県の感染状況、病床使用率等を勘案し、総合的に判断することとした。 

レベル 判断する上で参考とする事象及び指標 

１ 感染小康期 
（参考とする事象） 

１  保健医療の負荷の状況 

  ・ 外来医療・入院医療ともに負荷は小さい 

２  感染状況 

・ 感染者数は低位で推移しているか、徐々に増加している状態 

３  近隣都県の感染状況等 

・ 近隣都県において、感染者数は低位で推移しているか、徐々に増加している 

状態 

（参考とする指標） 

４  病床使用率：概ね０～30％ 

２ 感染拡大初期 （参考とする事象） 

１  保健医療の負荷の状況 

・ 診療・検査医療機関（発熱外来）の患者数が急増し負荷が高まり始める 

・ 救急外来の受診者数が増加する 

・ 病床使用率、医療従事者の欠勤者数が上昇傾向となる 

２  社会経済活動の状況 

・ 職場の欠勤者が増加し、業務継続に支障を生じる事業者が出始める 

３  感染状況 

・ 感染者数が急速に増え始める 

４  近隣都県の感染状況等 

・ 近隣都県において、感染者数が急速に増え始める 

（参考とする指標） 

５  病床使用率：概ね30～50％ 

３ 医療負荷増大期 （参考とする事象） 

１  保健医療の負荷の状況 

・ 診療・検査医療機関（発熱外来）の患者数が急増し負荷が高まり始める 

・ 救急外来の受診者数が増加する 
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・ 病床使用率、医療従事者の欠勤者数が上昇傾向となる 

２  社会経済活動の状況 

・ 職場の欠勤者が増加し、業務継続に支障を生じる事業者が出始める 

３  感染状況 

・ 感染者数が急速に増え始める 

４  近隣都県の感染状況等 

・ 近隣都県において、感染者数が急速に増え始める 

（参考とする指標） 

５  病床使用率：概ね30～50％ 

病床使用率・重症病床使用率・入院者数のうち酸素投与を要する人の占める割 

合・感染者のうち自己検査者向け陽性者登録センター登録者の占める割合・ 

入院調整が翌日対応となった件数 等 

４ 医療機能不全期 
（参考とする事象） 

１  保健医療の負荷の状況 

・ 膨大な数の感染者に発熱外来や救急外来で対応しきれなくなり、一般外来に 

も患者が殺到する 

・ 救急車を要請されても対応できない状況が発生する。通常医療も含めた外来 

医療全体がひっ迫し、機能不全の状態 

・ 膨大な数の感染者により入院が必要な中等症・重症の患者数の絶対数が著し 

く増加する 

・ 多数の医療従事者の欠勤者発生と相まって、入院医療がひっ迫する 

・ 入院できずに自宅療養中・施設内療養中に死亡する者が多数発生する 

・ 通常診療を大きく制限せざるを得ない状態 

２  社会経済活動の状況 

・ 職場の欠勤者数が膨大になり社会インフラの維持に支障が生じる 

３  感染状況 

・ 今冬の新型コロナウイルス感染者の想定を超える膨大な数の感染者が発生する 

４  近隣都県の感染状況等 

・ 近隣都県において、今冬の新型コロナウイルス感染者の想定を超える膨大な 

数の感染者が発生する 

（参考とする指標） 

５  病床使用率等：レベル３を相当程度超える水準 

病床使用率・重症病床使用率・入院者数のうち酸素投与を要する人の占める割 

合・感染者のうち自己検査者向け陽性者登録センター登録者の占める割合・ 

入院調整が翌日対応となった件数 等 

※ 指標における病床使用率は、最大確保病床ベース 

  「オミクロン株対応の新レベル分類」について、千葉県ホームページをご覧ください。 

    https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/level20221129.html 

 

    千葉県内における具体的な要請内容は、「６ 千葉県の協力要請に関する相談窓口」（58ページ

～63ページ）をご覧ください。 
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● 水際対策の抜本的強化 

令和５年３月６日、「新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた更なる 

政府の取組」について、閣議了解がされております。また、３月19日、感染が世界的に拡大して 

いる現下の状況を踏まえて、更なる政府の取組について、閣議了解がされております。 

全ての国または地域を出発し、日本に到着する航空機及び日本の港に入港する船舶に乗って来ら 

れた方については、検疫法に基づく隔離(入院)・停留が必要となる場合があるほか、検疫所長が指 

定する場所（自宅等）において１４日間の待機をお願いすることとなります。また、ご自宅等へは 

公共交通機関を使わず、ご家族やお勤めの会社等による送迎でのお帰りをお願いすることとなりま 

す。 

加えて、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく『入国拒否対象地域』に滞在歴のある方に 

ついては、全員にＰＣＲ検査が実施されます。 

そのような状況を踏まえたうえで、渡航、帰国を検討いただくようお願いします。 

（１）検疫手続きの事前登録 

滞在国に関わらず、日本に入国されるすべての方は、以下のVisit Japan Webより、検疫手続 

  きの事前登録を行ってください。 

Visit Japan Webの登録がない場合、検疫での書類確認等に大変時間がかかりますので、必ず 

  利用するようにしてください。 

https://vjw-lp.digital.go.jp/ja/ 

（２）検疫の手続き 

Visit Japan Webをご利用できない方は  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html 

から質問票の作成・提出が必要となります。 

有効なワクチン接種証明書又は検査証明書のいずれも提示できない方は、検疫法に基づき、原 

則として日本への上陸が認められず、また、出発国において航空機への搭乗を拒否されますので 

ご注意ください。 

新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時検査を実施します。

検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、検疫所長の指定する宿泊療養施設等での療 

養が必要になります。 

Visit Japan Web 

の登録 

有効なワクチン 

接種証明書 

出国前検査証明書  到着時検査 入国後待機 

必要 あり 不要 なし なし 

なし 必要 

（３）日本入国時の検疫措置 

   現在、中国からの入国者に対し、臨時的な水際措置を講じています。 

令和５年３月１日午前０時（日本時間）以降、中国（香港・マカオを除く）からの直行便で 

入国される方は、ワクチン接種証明書の有無にかかわらず、全員出国前検査証明書が必要とな 

ります。 
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中国出発時において搭乗前に有効な出国前検査証明書を所持していない場合には、航空機へ 

の搭乗を拒否されますのでご注意ください。 

また、令和５年３月１日午前０時（日本時間）以降、中国（香港・マカオを除く）からの直

行便で入国される方を対象として、サンプル検査を実施いたします。空港では、検体採取のみ

実施いたします。 

詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdfをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

令和４年秋からオミクロン株に対応するワクチンの接種が始まりました。オミクロン株対応ワク

チンは、mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチンの一つで、従来株（新型コロナウイルス感染症発生時

の株のこと。オリジナル株、起源株ともいいます。 ）に由来する成分と、オミクロン株に由来する

成分の両方を含む「２価ワクチン」です。従来のワクチン（従来株のみに由来する成分を含むワク

チン）と比較して、オミクロン株に対する重症化・感染・発症予防効果がそれぞれ強いことが期待

されています。 

接種を行う期間 

接種を行う期間は、令和４年（2022年）９月20日から令和６年（2024年）３月31日までです。 

接種の対象 

令和４年秋開始接種は、１人１回限り受けることができ、令和５年５月７日で終了します。対象

は、以下を全て満たす方全員です。なお、小児（５歳～11歳のお子様）については、接種開始から

の期間が短いため、８月まで期間延長する予定です。 

○   ５歳以上の方 

○ 追加接種（３回目又は４回目）の実施の有無にかかわらず、日本国内で少なくとも初回接種

（１回目・２回目）が完了している方又はそれに相当する接種（※１）が完了している方 

○ 前回接種を完了した日から、下記の一定期間が経過した方 

● ファイザー社及びモデルナ社のオミクロン株対応２価ワクチン：３か月以上 

３ 新型コロナワクチン接種・接種証明書の交付 

「最新の水際対策」に関するお問い合わせ 

 厚生労働省水際対策専用コールセンター 

  ０１２０－２４８－６６８（フリーダイヤル：日本語のみ） 

０１２０－２９７－６９９（フリーダイヤル：日本語のみ） 

０５０－１７５１－２１５８ 

（ナビダイヤル：日本語、英語、中国語、韓国語） 

０５０－１７４１－８５５８ 

（ナビダイヤル：日本語、英語、中国語、韓国語） 
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● 武田社ワクチン（ノババックス）の従来ワクチン：６か月以上 

(注) 武田社ワクチン（ノババックス）による追加接種（３回目接種以降）は、「令和４年秋開

始接種」として位置付けられています。令和４年秋開始接種では、基本的にオミクロン株対

応２価ワクチンによる接種をおすすめしていますが、何らかの理由で同ワクチンを接種でき

ない方のための選択肢として、従来の１価ワクチンである武田社（ノババックス）のワクチ

ンも使用できます。接種を迷う場合は、かかりつけ医等にご相談ください。 

なお、接種状況が自治体ごとに異なることから、予約・接種開始時期につきましては、お住いの

市町村からのお知らせ等をご確認ください。 

（※１）次の方が、初回接種（１回目・２回目）に相当する接種を受けた方となります。ただし、

日本で該当する回の接種について薬事承認されているワクチン（※２）を接種している場合

に限ります。 

（ア）海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で初回接種を完了した方 

（イ）在日米軍従業員接種で初回接種を完了した方 

（ウ）製薬メーカーの治験等で初回接種を完了した方 

（エ）海外で初回接種を完了した方 

（注）ヤンセンファーマ社のワクチンにおける初回接種の回数は１回です。海外で１回接種を 

受けている場合、日本では初回接種が完了しているものとみなします。 

（※２）日本で薬事承認されているワクチンと同一のものとして取り扱う海外製ワクチンはこちら 

です。   

日本で薬事承認されているワクチン 海外製ワクチン 

コミナティ (COMIRNATY)筋注／ファイザー

（Pfizer) 

復星医薬（フォースン・ファーマ）／ビオンテック

社製の「コミナティ」 

バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注／アストラゼネ

カ(AstraZeneca) 

インド血清研究所が製造する「コビシールド 

武 田 社 製 ワ ク チ ン （ ヌ バ キ ソ ビ ッ ド

（NUVAXOVID）筋注／ノババックス） 

インド血清研究所が製造する「コボバックス

（COVOVAX）」 

接種ワクチンと接種対象年齢 

 前回までに接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチンを使用します。接種回数は、

１回となります。 

ワクチン名 接種対象年齢 

ファイザー社のオミクロン株対応２価ワクチン ５歳以上の方 

モデルナ社のオミクロン株対応２価ワクチン 12歳以上の方 

武田社（ノババックス）の従来ワクチン（１価） 12歳以上の方 

（注）ファイザー社のオミクロン株対応２価ワクチンの使用について 

は、５～11歳の方は小児用オミクロン株対応２価ワクチンのみ使 

用します。 
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薬事承認され、予防接種法に基づいて接種できるワクチン（令和５年３月８日現在） 

 

オミクロン株対応ワクチン 

 ファイザー社 

（12歳以上） 

（BA.1及び４/5） 

ファイザー社 

（５歳～11歳） 

（BA.４/5） 

モデルナ社 

 

（BA.1及び４/5） 

接種 

間隔 

１・２回目 － － － 

３回目以降 
前回接種完了から

３か月 

以上経過後 

前回接種完了から

３か月 

以上経過後 

前回接種完了から 

３か月 

以上経過後 

対象 

年齢 

１・２回目 － － － 

３回目 
接種日時点で 

１２歳以上 

接種日時点で 

５歳～11歳 

接種日時点で    

１２歳以上 

接種量 毎回0.5ｍL 毎回0.5ｍL 毎回0.5ｍL 

対応する 

海外製ワクチン 
－ － － 

従来ワクチン 

 ファイザー社 

（12歳以上） 

ファイザー社 

（５歳～11歳） 

ファイザー社 

（生後６か月～ 

４歳） 

武田社 

／ノババックス 

接種 

間隔 

１・２回目 
３週間隔で 

２回接種 

３週間隔で 

２回接種 

３週間隔で 

２回接種 

３週間隔で 

２回接種 

３回目 前回接種完了から 

３か月 

以上経過後 

２回目接種完了

から３か月 

以上経過後 

２回目接種完了 

から８週間 

経過後 

２回目接種完了から６

か月 

以上経過後 

４回目 ― ― ― 

５回目 ― ― ―  

対象 

年齢 

１・２回目 接種日時点で 

１２歳以上 

接種日時点で 

５歳～11歳 

接種日時点で    

生後６か月以上 

４歳以下 

接種日時点で １２歳

以上 

３回目 

４回目 
・接種日時点で６０歳

以上または１８歳以

上６０歳未満で基礎

疾患を有する者等 

・医療従事者等及び高

齢者施設等の従事者 

― ― 

 ５回目 ― ― ― ― 

接種量 毎回0.3ｍL 毎回0.3ｍL 毎回0.3ｍL 毎回0.5ｍL 

対応する 

海外製ワクチン 

復星医薬（フォースン

・ファーマ）／ビオン

テック社製の「コミナ

ティ（COMINATY）」 

  

インド血清研究所が 

製造する「コボバック 

ス（COVOVAX）」 

（注） 従来ワクチンのファイザー社（12歳以上）、ファイザー社（５歳～11歳）の３回目以降は 

令和５年３月31日で終了 
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● ワクチン接種会場 

(１）市町村におけるワクチン接種予約・相談  

   オミクロン株に対応した新しいワクチンの接種が実施されています。 

   新しいワクチンは、従来株（武漢型）と、オミクロン株（BA.1 または BA.4-5）に対応した２価 

ワクチンで、国では、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、 

持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待できるとしています。 

新型コロナワクチンの接種は、住民票所在地の市町村（住所地）の医療機関（個別接種）や集 

  団接種会場においての接種が原則となります。市町村からの広報や通知・ホームページなどをご 

確認ください。 

   新型コロナワクチン接種の予約・相談は市町村コロナワクチンコールセンター等にお願いしま 

す。 

大半の市町村においては、12歳以上のすべての方を対象に予約受付・ 接種の実施を開始して 

います。なお、15歳～生後６か月の方は接種時に保護者の同伴を必要とし、集団接種会場も特定さ

れる場合や個別接種会場（病院等）に限定している場合があります。 

mRNAワクチン（ファイザー社ワクチン／モデルナ社ワクチン）に含まれるポリエチレングリコ 

ールに対するアレルギーがあり、接種を控えていた方につきましては、千葉県において、他のワ 

クチン接種の機会を設けています（詳しくは、34ページ～35ページをご覧ください。）。 

  また、ワクチン接種証明書の交付については、36ページ～44ページをご覧ください。 

    

 【千葉県内市町村コロナワクチンコールセンター等一覧】         令和５年３月30日現在 

市町村等名 電話番号・開設時間 集団接種予約サイト ・ 備考 

千葉市 ０１２０－５７－８９７０ 

（平日 ８:30～21:00） 

（土曜日・日曜日 

 ８:30～18:00） 

https://vaccines.sciseed.jp/chiba/login 

※ コロナワクチンコールセンターの対応言語は、日本語、英語、中国 

語、ベトナム語です。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid19-

vaccine.html 

銚子市 ０４７９-２１-５５５８ 

（平日 ９:00～17:00） 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/122025/VisitNumbers/ 

visitnoAuth/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

http://www.city.choshi.chiba.jp/osirase/2020/2020-covid-19.html 

  

新型コロナワクチンに関する厚生労働省電話相談窓口（コールセンター） 

 ０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル） 

 （受付時間 ９：００～２１：００（土日・祝日も実施） 
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市川市 ０１２０－９２３－１１８ 

（毎日 ９:00～17:00） 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/122033/VisitNumbers/ 

visitnoAuth/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.ichikawa.lg.jp/pub10/vaccine_omicron.html 

船橋市 ０５０－５５２６－１１４２ 

（毎日 ９:00～17:00） 

https://funabashi.vaccine-revn.jp/auth/login 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.funabashi.lg.jp/kenkou/korena/004/p088524.html 

館山市 0470-29-5696 

（平日 ８:30～1７:15） 

安房郡市町では、個別接種医療機関のみで接種を実施します。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.tateyama.chiba.jp/kenkou/page100100.html （健康福祉部予約相談センター） 

木更津市 0120-357-163 

（毎日 ９:00～17:00） 

https://www.razu-vaccine.com/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/kenko/kansensho/1006833/ 

1007929/ 

松戸市 ０１２０－６８４－３８９ 

（毎日 ８:30～１７:00） 

https://matsudo.vaccine-revn.jp/auth/login 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.matsudo.chiba.jp/iryoutoshi/corona_vaccine/ 

index.html 

野田市 ０１２０-７０１-１０４ 

（毎日 ８:30～1７:15 ） 

https://noda.hbf-rsv.jp/  

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/kenko/kansen/1025329/ 

1035814.html 

（長生郡市

共同） 

０５０－３８１５－４７９０ 

（毎日 ８:30～１７:00） 

 

 

 

https://v-yoyaku.jp/login 

（各市町村ホ－ムページからログイン） 

（Internet Explorerでは正常に動作することができません。Microsoft 

Edge、Google Chrome、Safariなどのブラウザを利用してください。） 

新型コロナワクチン接種の予約方法は、予防接種予約受付センターで

の電話予約（左記）またはWebからの予約が可能です。 

 

 

 

茂原市 

一宮町 

白子町 

長柄町 

長南町 

睦沢町 

長生村 

成田市 0120-11-5828 

（平日 ８:30～1７:１５） 

 

 

https://www.narita-vaccine.jp/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.narita.chiba.jp/kenko_fukushi/ 

page0136_00098.html 
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佐倉市 ０１２０－３８７－０５２ 

（毎日 ８:30～１７:00） 

https://sakura.hbf-rsv.jp 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kenkosuishinka/gyomuannai/ 

2/5/1/index.html 

東金市 ０４７５－５２－０８３０ 

（平日 ９:00～17:00） 

https://vaccines.sciseed.jp/togane/login 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.togane.chiba.jp/0000010692.html 

旭市 ０１２０－５７１－５７５ 

（毎日 ９:00～１７:00） 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/122157/VisitNumbers/ 

visitnoAuth/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/1/3475.html 

習志野市 ０５７０－００２－３２２ 

（毎日 ８:30～１７:30） 

 

https://g122165.vc.liny.jp/top 

（受付時間 毎日 ８:30～22:00） 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.narashino.lg.jp/shinkorona/coronavaccine/ 

index.html 

柏市 ０４－７１７９－２６６３ 

０４－7179－２３１３ 

（毎日 ８:30～１７:１５） 

https://vaccines.sciseed.jp/kashiwacity/login 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kenkozoshin/covid19/oshirase/ 

vaccine.html 

勝浦市 ０１２０－２５７－８７７  

（毎日 ９:00～１７:00） 

https://vaccines.sciseed.jp/katsuura/login 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.katsuura.lg.jp/info/1217 

市原市 ０１２０－２１１－２３２ 

（毎日 ９:00～17:00） 

https://ichihara-vaccine.jp/  

（Internet Explorerでは正常に動作することができません。Microsoft 

Edge、Google Chrome、Safariなどのブラウザを利用してください。） 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId 

=6052f8c0480c377b7f54da39 

流山市 ０１２０－５８６０１２ 

（予約も対応） 

（平日 ８:30～１７:１５） 

https://vaccines.sciseed.jp/nagareyama/login 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.nagareyama.chiba.jp/information/1007525/1024556

/1032785/index.html 

八千代市 ０５７０－００１－０９８

（毎日 ８:30～１７:１５） 

https://vaccines.sciseed.jp/yachiyocovid19/login 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.yachiyo.chiba.jp/63500/page100612.html 

  

https://g122165.vc.liny.jp/top
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我孫子市 ０１２０－８５５－３６６ 

（毎日 ９:00～17:３0） 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/122220/VisitNumbers/ 

visitnoAuth/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

http://www.city.abiko.chiba.jp/kenko/COVID-19/vaccine/index.html 

鴨川市 050-3134-5477 

（平日 ８:30～１７:00） 

鴨川市ふれあいセンターで、令和５年２月９日～３月２３日の間に、計６

日間、集団接種を行います（ファイザー２価ワクチン）。 

〔予約開始は、令和５年１月17日（火）８：30～、コールセンターのほか、

070-4485-9400で受付ます。〕 

その他、安房郡市町では、個別接種医療機関で接種を実施します。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/covid-19/list89-263.html 

鎌ケ谷市 ０１２０－２７１－３８３ 

（平日 ９:00～17:00） 

https://g122246.vc.liny.jp/top 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.kamagaya.chiba.jp/smph/kenko-fukushi/kenko-

iryo/kansenshou/coronavirus/covid19_vaccine/sessyu/index.html 

君津市 0120-220-116 

（毎日 ９:00～18:00） 

https://www.kimitsu-vaccine.jp/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.kimitsu.lg.jp/site/covid-19-info/list110-316.html 

富津市 ０４３９－３２－１３８８ 

（平日 ８:30～１７:１５） 

富津市では、集団接種は終了しました。今後は、個別医療機関で接種

を実施します。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.futtsu.lg.jp/category/ 

1-16-10-0-0-0-0-0-0-0.html 

浦安市 ０１２０－１５１－６７０ 

（平日 ８:30～１７:００） 

https://urayasu.hbf-rsv.jp/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/yobou/kansen/1028485/ 

1031572.html 

四街道市 ０１２０-４００-１０７ 

（毎日 ８:30～１７:１５） 

https://yotsukaido.hbf-rsv.jp/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.yotsukaido.chiba.jp/smph/kenkofukushi/covid-19/ 

coronavirusvaccine/vaccine1/index.html 

袖ケ浦市 ０４３－２２３－７２００ 

（平日 １０:00～１８:00） 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/122297/VisitNumbers/ 

visitnoAuth/ 

なお、協力医療機関における個別接種のみの実施となります。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kenko/omicronvaccine.html 

  

https://urayasu.hbf-rsv.jp/
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八街市 ０５７０－０８０－１８８  

（平日 ９:００～１７:００） 

https://v-yoyaku.jp/login （市ホームページからログイン） 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.yachimata.lg.jp/site/vaccine/ 

印西市 ０４７６-５０-２６５７ 

（平日 ９:００～１７:００） 

 

５回目接種予約サイト 

 https://inzai-5th-vaccinations.vaccine-revn.jp/auth/login 

４回目接種予約サイト 

 https://inzai-4th-vaccinations.vaccine-revn.jp/auth/login 

３回目接種予約サイト 

https://inzai-3rd-vaccinations.vaccine-revn.jp/auth/login 

 １ 回目・２回目接種予約サイト 

https://city-inzai-group-vaccinations.vaccine-revn.jp/ 

auth/login  

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.inzai.lg.jp/0000012173.html 

白井市 ０５０-２０１８-６５５０ 

（平日 ９:００～１７:００） 

 

https://v-yoyaku.jp/login （市ホームページからログイン） 

※予約サイトはインターネットエクスプローラーでは開けません。

（Chrome・Safari・Edge・FireFoxの最新バージョンで開いてください。） 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.shiroi.chiba.jp/soshiki/kenko/k01/kko005/kko006/ 

korona/11264.html 

富里市 ０１２０－５６７－８４６ 

（毎日 ８:３０～１７:１５） 

https://tomisato.hbf-rsv.jp/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.tomisato.lg.jp/category/9-1-6-0-0.html 

南房総市 ０４７０－２９－5８４２ 

（毎日  ８:30～１７:１５） 

安房郡市町では、個別接種医療機関で接種を実施します。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.minamiboso.chiba.jp/category/ 

17-1-7-1-0-0-0-0-0-0.html 

（保健福祉部健康支援課保健予防室） 

匝瑳市 ０４７９-８５-５６７２ 

（平日 ９:００～１６:３０） 

https://taskcore.tkc.jp/cu/122351/r1/residents/procedures/apply/

f152a7c8-6514-4f71-9dd4-123a0fa4ad97/input?po=1 

医療機関における個別接種のみとなります。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.sosa.lg.jp/page/dir004239.html 

香取市 ０５７０-０１８-５６７ 

（毎日 ９:００～１７:００） 

https://vaccines.sciseed.jp/katoricity/loginh 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.katori.lg.jp/smph/kenko_fukushi/oshirase/ 

korona_joho/koronawakuchin/coronavaccine.html 
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山武市 ０４７５-７７-７７95 

（平日 ９:００～１７:００） 

https://v-yoyaku.jp/login （市ホームページからログイン） 

（ＰＣでの対応ブラウザはEdge Chromium 版、Chrome の最新バージョ

ンです。） 

１ ・ ２回目接種をこれから希望する方で、かかりつけ医で接種が受

けられない方は、市コールセンターまでご連絡ください。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.sammu.lg.jp/page/page003373.html 

いすみ市 ０５７０-3825-6342 

（毎日 ９:００～１８:００） 

https://vaccines.sciseed.jp/isumi/login 

※ １ ・２回目接種を希望する方は、新型コロナワクチン接種対策室

（電話 0470-62-1162）へお申し込みください。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.isumi.lg.jp/soshikikarasagasu/kenkokoreishashienka/

covid19_vaccine/med_health_welfare/vaccination/3362.html 

大網白里市 ０４７５-５３-３３５５ 

（平日 ９:００～１６:３０） 

千葉市が主催する集団接種では、大網白里市民の方も接種を受け付

けています。 

ご希望の方は大網白里市が発行した接種券とこれまでに接種した

回数分のワクチンの種類・日付がわかるものをご用意のうえ、千葉市

コロナワクチンコールセンター（０１２０-５７-８９７０）までお申し込みくだ

さい（要予約）。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.city.oamishirasato.lg.jp/0000011333.html 

酒々井町 043-496-５６７０ 

（平日 ９:００～１７:００） 

接種を希望される方は医療機関等にて接種をお願いいたします。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2021051200049/ 

栄町 ０４３-２２３-７２０６ 

（平日 ９:００～１７:００） 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/123293/VisitNumbers/ 

visitnoAuth/ 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

http://www.town.sakae.chiba.jp/page/page005123.html 

神崎町 043－388－0167 

（平日 ９:００～１７:００） 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.town.kozaki.chiba.jp/03fukushi/fukushi_kenko/2020-

0302-0906-10.html 

 

多古町 ０４７９-８５‐５１３５ 

（平日 ９:００～１７:００） 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/123471/VisitNumbers/ 

visitnoAuth/  

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2021092300012/ 
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東庄町 ０５７０-０３８-５６７ 

（平日・第 １ 土曜日 

  ９:００～１７:００） 

https://vaccines.sciseed.jp/tohnosho/login 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.town.kozaki.chiba.jp/03fukushi/fukushi_kenko/2020-

0302-0906-10.html 

九十九里町 ０４７５-７０-３１61 

（平日 ９:００～１６:３０） 

接種希望調査で「集団接種希望」と回答された方に、接種日時の案

内を送付します。 

町内医療機関で接種を希望される場合は、町ホームページにて確

認の上、ご自身で直接予約してください。 

（新型コロナウイルス感染症関連情報） 

https://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000005940.html 

芝山町 ０４７９-８５-５６７９ 

（平日 ９:１５～16:30） 

https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/124095/VisitNumbers/ 

visitnoAuth/ 

 医療機関における個別接種のみとなります。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.town.shibayama.lg.jp/emergencyinfo/0000000054.html 

横芝光町 0479-82-3511 

（平日 ９:００～１７:００） 

https://taskcore.tkc.jp/cu/124109/r1/residents/procedures/apply/

f152a7c8-6514-4f71-9dd4-123a0fa4ad97/input?po=1 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.town.yokoshibahikari.chiba.jp/soshiki/11/12733.html 

大多喜町 ０４７０-８２-２１６５ 

（平日 ８:30～１７:１５） 

（新型コロナウイルスに関する情報） 

http://www.town.otaki.chiba.jp/sp/news/index.cfm/detail.1.15693.html 

（予防接種推進室に設置） 

御宿町 ０１２０-２３２-５２０ 

（平日 ９:００～１７:00） 

https://svr1.cotoapli.jp/Scripts/cotoapli.dll?appname=vac&prgname=

ai-login&arguments=-N1226,-Al 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub2/4/28/3/ 

鋸南町 ０４７０-５５-１００２ 

（平日 ８:30～１７:１５） 

安房郡市町では、個別接種医療機関で接種を実施します。 

（ワクチン接種関係ホームページ） 

https://www.town.kyonan.chiba.jp/site/corona/list147-302.html （予約案内係） 

（２）防衛省・自衛隊による大規模接種センター 

   防衛省・自衛隊は新型コロナウイルスワクチンの接種に係る自衛隊 大規模接種センターを運営 

していましたが、令和５年３月25日（土）をもって開設を終了しました。 

 

(３) 千葉県新型コロナワクチン追加接種センター 

   千葉県では、市町村におけるワクチン接種を補完し、追加接種を希望する方が速やかに接種を 

 受けられるよう、千葉県新型コロナワクチン追加接種センターを設置していましたが、接種が一 

 定程度進ちょくしたこともあり、令和５年３月18日（土）正午をもって終了いたしました。 
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（４）千葉県における接種機会の提供 

   ○ 武田社ワクチン（ノババックス）の接種を希望される方 

武田社ワクチン（ノババックス）の取り扱いが変更され、４回目及び５回目接種が可能 

となると共に、３～５回目接種（追加接種）については、令和４年秋開始接種に位置付け 

られることになりました。現在、国が定めた令和４年秋開始接種の接種期間は令和５年５ 

月７日までとなっております。 

 令和５年５月８日以降の令和５年春開始接種については、健常な12歳以上65歳未満の方 

は接種対象者となりません。mRNAワクチン（ファイザー社ワクチン／モデルナ社ワクチ 

ン）に含まれるポリエチレングリコールに対するアレルギーがあり、接種を控えていた方 

につきましては、この機会にお早めのワクチン接種を御検討ください。 

※  千葉県における令和５年春開始接種以降の接種体制については、現在検討中です。 

     ※ なお、本ワクチンには、現在流行の中心であるオミクロン株の成分は含まれず、従来株の成分 

のみで作られており、基本的にはファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応２価ワクチン 

が推奨されています。 

  ただし、従来型の武田社ワクチン（ノババックス）の追加接種により、オミクロン株に対する抗体 

価が上昇することが確認されており、オミクロン株に対しても一定の効果が期待できるとされていま 

す。 

     対象者によって申し込み先が異なりますのでご注意ください。いずれも千葉県内在住で県 

    内市町村が発行する接種券を有している18歳以上の方が対象となります。 

 予約申し込みは接種日一週間前の正午までとなります。また、予約人数が一日あたりの受 

け入れ人数を満たした場合は、予約可能日であっても予約が出来なくなります。別の日時や 

医療機関での接種を御検討ください。 

申し込み完了後、自動返信メールにより接種についての御案内が届きますので、内容を御 

確認ください。 

【初回（１・２回目）接種希望の方】 

 対象者 

12歳以上の方 （15歳以上の方は保護者の同伴及び予診票への署名が必要です。) 

２回目接種完了後、３回目の接種を受けることが出来ます（令和５年３月31日まで）。 

※ ３回目接種までの間隔はワクチン毎に異なります 

申し込み 

接種を希望される方は、下記ホームページの接種医療機関一覧の接種日をクリックすると該 

当日の申請フォームに移動します。 

【初回接種（２回目接種）の交互接種を希望される方】 

 対象者 

※ １.２回目接種については原則同じワクチンを接種することとされております。交互接 

種（１回目と２回目を異なるワクチンで接種すること）は医師の判断が必要です。 

 ※ １回目で武田社ワクチン（ノババックス）以外を接種後に重篤な副反応が生じたこと等 
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により、医師から、２回目は１回目接種と別のワクチンを接種することが望ましいと判断 

された方は、 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ncov/vaccine-nv-1-2.html 

から申し込みを行ってください。 

【追加（３～５回目）接種（令和４年秋開始接種）希望の方】 

 対象者 

・ 初回（１.２回目）接種を完了しており、前回の接種から６か月以上経過（６か月後の同 

日以降）している方 

 ※ ３～５回目接種については、前回のワクチンの種類に関わらず接種することが出来ま 

す。 

※ 令和４年11月８日以降に追加（３～５回目）接種を受けた方は、その後新たに追加接種 

を受けることはできません。 

  11月８日以降、ノババックスによる追加接種を行った場合、その後オミクロン株対応ワ 

クチン（mRNAワクチン）の接種をすることは出来ませんので、十分ご注意ください。 

申し込み 

接種を希望される方は、下記ホームページの接種医療機関一覧の接種日をクリックすると該 

当日の申請フォームに移動します。 

 

詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ncov/vaccine_nv_1.html 

 

（５）日本でのワクチン接種を希望する海外在留邦人等の方のワクチン接種 

   日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先におけるワクチン接種状況 

・体制、医療事情、補償制度、日本が承認済みのワクチン接種の可否等を理由に在留先での新型 

コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを 

希望する方々を対象に、成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を実施していました。 

 また、ワクチン接種証明書の交付については、外務省にて継続いたします。40ページ～41ペー 

ジをご覧ください。 
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● ワクチン接種証明 

 （１）予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種 

   予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種済みの方が、渡航先への入国時や、日本への入国 

  後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行動制限の緩和等の措置を 

受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明 

する接種証明書を交付します。 

  なお、日本国内については、引き続き、「接種済証」又は「接種記録書」のご利用が可能です。 

※ 令和３年12月20日より、申請の必要条件から「海外渡航に関する場合」であることが撤廃され、日本 

国内用の接種証明書の交付が可能となりました。 

  新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（接種証明書）は、予防接種法に基づいて各市町村等 

 で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に 

 基づき交付するものです。 

  ワクチンを接種するかしないかは個人の判断であり、接種証明書の交付や活用により、ワクチン  

 接種を強制するものではありません。接種証明書を所持していないことをもって、海外への渡航が 

できなくなるものではありません。 

 接種証明書を所持することにより、あらゆる国や地域と防疫措置が緩和された状態で往来が可能 

となるものではありません。いずれの国や地域への渡航時に活用できるかについては、渡航先政府 

の関連ホームページ及び以下の外務省ホームページにおいて確認してください。 

 外務省ホームページ（海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧） 

       https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificationlist.html 

 

  「パスポート情報等を記載した海外用及び日本国内用の接種証明書」と「パスポート情報等の記 

載の無い日本国内用の接種証明書」の２種類が、書面又は電子版で交付可能です（令和３年12月20 

日以降、交付される接種証明書については二次元コードが印字されます。）。（※１）（※２） 

  （※１） 再入国許可証など旅券（パスポート）以外の渡航文書を利用して海外用の接種証明書を申請する 

場合等、電子交付の対象外の方の場合は、市町村の窓口（郵送等を含む。）における書面での交付 

手続きが必要となります。 

（※２） 書面の接種証明書については、令和３年12月20日より前に申請した場合でも、発行が同12月20日 

以降となる場合、二次元コードが印字されます。 

 なお、接種証明書のデジタル化開始以降も、渡航先への入国に当たり、これまでに取得された書 

＜接種証明書の各市町村における発行窓口や個別の手続き方法、接種証明書の記載内容＞ 

 実際に接種証明書を発行する各市町村の情報をご確認いただくか、各市町村にお問合せくだ

さい。 

＜接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問＞ 

下記 厚生労働省新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口までお問合せください。 

厚生労働省 新型コロナウイルスワクチンに係る電話相談窓口（コールセンター） 

０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル） 
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面の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考 

えられることから、海外渡航の際には渡航先政府のウェブサイト等を確認ください。 

対象 

接種証明書は、予防接種法に基づく新型コロナワクチンの接種（医療従事者等の先行・優先接 

種、職域接種、通常接種（市町村の発行した接種券を使用しての接種）等）を受けた方を対象に発 

行します。 

 したがって、国外等で接種を受けた方（予防接種法に基づかない接種を受けた方）※は発行の対 

象になりません。 

 ※ １ 外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書 

については、82ページ～83ページをご覧ください。。 

２ 新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加された方は、83ページ～84ページをご 

覧ください。 

３ 在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方は、84ページ～85ページをご 

覧ください。 

申請先 

申請先は、接種を受けた際に住民票のある市町村（通常は接種券の発行を受けた市町村）です

（窓口については、市町村コロナワクチンコールセンター等（51ページ～60ページ）でご確認くだ

さい。）。 

接種後に転居された場合など、１回目と２回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場 

合には、それぞれの市町村が申請先となります。 

１  書面での交付の場合 

   市町村の窓口（郵送申請・電子申請を含む）への申請となります。 

      【海外用及び日本国内用】 

① 申請書 ※１ 

② 海外渡航時に有効なパスポート ※２ 

③ 接種券番号がわかるもの（接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種 

済証など ※３） 

【日本国内用】 

① 申請書 ※１ 

② 本人確認書類（少なくとも氏名及び生年月日が記載されたもの） 

③ 接種券番号がわかるもの（接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種 

済証など ※３） 

（注）１ 上記のほか、市町村によって接種済証又は接種記録書など接種事実が確認できる書 

類が必要な場合や、その他場合によって必要となる書類があります。詳細は各市町村 

のホームページ等を確認してください。 

２ 書面での交付の場合、上記②と③はいずれも写しで構いません。 

    ※ １ 各市町村で準備されます。 
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       ２ 接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要が 

あります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得 

する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を 

開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等でも申請は可能で 

す。 

３ 上記③がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類（マイナンバーが記載された 

住民票の写し等）が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を 

受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。 

接種券のうち「予診のみ」部分、接種券番号の記載のある接種済証は以下になります。 

 

２ 電子（スマートフォン）での交付の場合 

新型コロナワクチンの接種証明書（電子版）の交付申請は、スマートフォン上から専用アプリ 

を利用して行い、その際、マイナンバーカード及びマイナンバーカード発行時に設定した４桁の 

暗証番号が必要となります。土曜日・日曜日や、年末年始・大型連休を含む祝日も、アプリによ 

る接種証明書（電子版）の電子交付が可能です。適切に電子申請が受け付けられた場合は、即日 

での電子交付が可能となります。 

マイナンバーカード発行時に設定した４桁の暗証番号を一定回数連続して間違えロックがかか 

った場合や、旅券以外の渡航文書を利用して申請する場合等は、改めて、市町村の窓口での手続 

きが必要となります。 

 専用アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細はデジタル庁ホームページをご確認くださ 

い。 

デジタル庁ホームページ（新型コロナワクチン接種証明書アプリ） 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 

 

【海外用及び日本国内用】 

① マイナンバーカード＋暗証番号４桁  

② 海外渡航時に有効なパスポート ※１ 

【日本国内用】 

○  マイナンバーカード＋暗証番号４桁  

（注）１ 暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、４桁 

の数字（券面事項入力補助用の数字）です。 

２  電子での交付の場合、パスポートはスマートフォンで読み取るため、原本が必要で 

す。 

※１ 接種証明書に記載される旅券番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必 

要があります。接種証明書を取得した後に旅券番号が変わった場合には、接種証明書を改 

めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種 

証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行するパスポート等 
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でも申請は可能です。 

 

３ コンビニ交付の場合 

対象のコンビニエンスストア等店舗（注１）内の端末（マルチコピー機）での申請となります。 

その際、マイナンバーカード及びマイナンバーカード発行時に設定した４桁の暗証番号、発行 

手数料（一部につき、120円）が必要となります。利用時間については、毎日（土日祝日含む） 

６：３０～２３：００となります。 

【海外用及び日本国内用】 

① マイナンバーカード＋暗証番号（注２）４桁  

② 発行手数料（一部につき、120円） 

※ 令和４年７月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリ、市町村窓口等で海外

用 

の接種証明書を取得しており、その時と旅券番号が同じであることが必要です。 

【日本国内用】 

① マイナンバーカード＋暗証番号（注２）４桁  

② 発行手数料（一部につき、120円） 

（注）１．令和４年８月17日現在、利用可能なコンビニエンスストアは、次のとおりです。 

    ① 株式会社セイコーマート（店舗展開地域 北海道、茨城県、埼玉県） 

    ② 株式会社ハセガワストア（店舗展開地域 北海道） 

    ③ 株式会社タイエー（店舗展開地域 北海道） 

    ④ 株式会社道南ラルズ（店舗展開地域 北海道） 

    ⑤ 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（店舗展開地域 全国） 

   ２．暗証番号とは、マイナンバーカードを市町村の窓口で受け取った際に設定した、４桁の数字 

（券面事項入力補助用の数字）です。 

 （端末の代表的な操作方法） 

①端末の「行政サービス」→「証明書の交付」を選択し、マイナンバーカードを指定の場所に 

置きます（または、セットします。）。②必要な証明書から「新型コロナワクチン接種証明書」 

を選択、③発行に当たっての同意事項を一読の上、同意する場合は「同意する」を押す、④マイ 

ナンバーカードの暗証番号を入力、⑤マイナンバーカードを取り外す（この操作以降、マイナ 

ンバーカードは必要ないので、各自保管してください。）、⑥申請先の市町村を選択（転居など 

により、接種時毎に、別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、接種時点で住民票 

のあるそれぞれの市町村が申請先となりますので、お手数ですが、該当する方は、１枚ずつの発 

行が必要です。）、⑦交付種別（【海外用及び日本国内用】または【日本国内用】）を選択、 

⑧必要な部数を選択、⑨発行する接種証明書の内容の最終確認（ローマ字氏名、旅券番号などの 

旅券情報や接種記録などについての訂正を希望する場合は、コンビニエンスストア等店舗での訂 

正はできませんので申請先の市区町村にお問い合わせください。）。問題がなければ、「確定」 

を押す、⑩必要部数分の証明書の発行料（１部につき120円）をコインベンダ（お金の投入口）に 
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入金、⑪証明書発行  

 ワクチン接種証明書の記載内容 

【海外用及び日本国内用】 

 以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止 

対策を行っています。  

① 接種者に関する事項（氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等） 

② 新型コロナワクチン接種記録（ワクチンの種類、接種年月日等） 

③ 旅券番号・国籍等のパスポート情報 

④ 上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード 

【日本国内用】 

 以下の情報を日本語と英語で表記します（氏名は日本語のみ）。二次元コードに格納された電子 

署名により、偽造防止対策を行っています。 

① 接種者に関する事項（氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等） 

② 新型コロナワクチン接種記録（ワクチンの種類、接種年月日等） 

③ 上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード 

 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html 

 

（２）外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方 

   予防接種法に基づく国内接種と同様に、本事業での被接種者についても、必要な方には、接種 

 の後に外務省に申請いただければ、接種証明書を発行します。なお、外務省が接種証明書を発行 

するのは、本事業において接種されたことに関する証明書のみです（交付される接種証明書につ 

いては二次元コードが印字されません。）。 

 また、接種証明書は原則としてお一人様一通のみ、それぞれの旅券毎に一通ずつ発行すること 

が可能です。 

通常は申請を受理してから国内郵送であれば１週間、在外公館での受け取りであれば３週間 

程度を目処に交付していますが、郵便事情もあり確約するものではありません。大型連休は、 

通常よりも事後発行に時間がかかる可能性がありますのでご注意ください。 

① 日本国内への郵送 

日本国内への郵送を希望される方は、以下の書類等を同封の上、下記まで郵送ください。 

申請内容を確認したうえで、同返信用封筒を用いて接種証明書を郵送します。 

     （送付先） 

      〒100-8919 東京都千代田区霞が関２－２－１ 

外務省領事局帰国邦人新型コロナウイルス・ワクチン接種支援室（証明書発給担当) 

  （申請書類等） 

１ 交付申請書 
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２ パスポートのコピー 

        ※ 接種時に提示した旅券と異なる旅券で証明書の発行を希望する場合（旅券切替 

時等）は、本人確認のため接種時に提示した旅券のコピーも併せて提出してくだ 

さい。 

３ （外国人のみ）在留カード／特別永住者証明書のコピー 

４ 接種情報記載書類のコピー 

  接種記録書もしくは接種証明書（旅券切替に伴う申請の場合は、旧旅券番号にて 

発行されたもの） 

５ 返信用封筒（切手付き。料金不足の場合は返信できませんのでご注意下さい。） 

６ （請求者と申請者が異なる場合のみ）申請者の身分証明書（パスポート、運転免許 

証等）のコピー 

② 日本国外での受け取り 

 日本国外での受け取りを希望される方は、送付先メールアドレス（ryouwa＠mofa.go.jp 

※＠は半角）に上記１～６（５を除く）をスキャンしたデータ及び希望受け取り先公館 

（大使館／総領事館）をメールで送付ください（データが大きいと受信できない場合があ 

りますので、特に画像ファイルのサイズにはご注意下さい。）。 

申請内容を確認したうえで、当該申請者の居住地を管轄する在外公館に接種証明書を郵送 

    しますので、同在外公館からの連絡を受け、同在外公館にて受領してください。  

 

※  令和４年12月１日に当事業で発行される証明書の形式が変更されましたが、これまで 

に発行された旧様式の証明書も引き続き有効となるため、旧様式の証明書をお持ちの方 

は再発行・切り替えの手続きは必要ありません。 

 

詳しくは、外務省ホームページをご覧ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 

 

（３）新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加された方 

       予防接種法（昭和23年法律第68号）及び予防接種法施行規則（昭和23年厚生省令第36号）の改 

 正を受け、令和４年12月９日（金）以降、治験等における接種等についても各市町村（特別区を 

含む。以下同じ。）において新型コロナワクチン接種証明書の交付を行うことが可能となりまし 

た。 

 

対象 

① 治験において対照薬（新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）による感染症の予防に効能又は効 

果があるとして製造販売承認を受けたもの）を投与された方 

② 治験において被験薬（治験により有効性等を確認しようとするもの）を投与された方のうち、 

治験実施後に当該被験薬が新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）による感染症の予防に効能又は 
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効果があるとして製造販売承認を受けており、かつ、当該承認の範囲で投与された方 

※ 参加された治験において、対照薬と被験薬のいずれを投与されたのか、また、イの場合に示 

されている条件に該当するかどうかについては、治験を実施した医療機関から治験に参加され 

た方に「治験実施者が発行する投与薬の内容を証明する」等の説明と文書の交付をお知らせ 

することとしています。 

  申請方式 

＜市町村での交付を希望する場合（海外用及び日本国内用）＞ 

［手順１］ 接種記録の市町村への登録 

以下の２点をお持ちの上、住民票がある市町村に申請を行ってください。 

１．新型コロナワクチン接種記録証 

（製薬企業発行のもので、治験を実施した医療機関から交付されたもの） 

２．(1)個人番号カード (2)通知カード (3)個人番号 が記載された住民票等の公的書類の 

いずれか 

［手順２］ 接種証明書の交付 

［手順１］において、市町村に予防接種記録を登録いただいた後、予防接種法に基づいて 

   予防接種を実施した方と同様に接種証明書の交付手続きを行ってください。 

（参考） 

以下のページの「接種証明書の申請と発行」の項目をご参考ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html 

＜厚生労働省での交付を希望する場合（海外用のみ）＞ 

   各市町村での発行が困難な方等にあっては、現時点では、引き続き厚生労働省医政局研究開 

発政策課治験推進室における証明書の交付手続きを行っていますので、ご活用ください。 

    送付先 

〒100-8916 

          東京都千代田区霞が関１－２－２ 

          厚生労働省医政局研究開発政策課治験推進室 予防接種証明書発行担当 

       申請に必要なもの 

１．「治験依頼者が発行する投与薬の内容を証明する」等の書面（コピー可）  

２．交付申請書 

様式は、yousikihttps://www.mhlw.go.jp/content/000818373.pdf  参照 

３．パスポートの写し 

４．返信用封筒（切手付き）  

※ 返信用封筒について 

返信先のご自身のご住所等を記入の上、同封ください。ご協力のほど、よろしくお 

願いします。 

なお、証明書はＡ４サイズでの発行としていますので、返信用封筒の選択の際にご 

参考ください。 
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   記載内容 

    接種証明書には、接種者に関する事項（氏名、生年月日等）及び新型コロナウイルス感染 

症のワクチン接種記録（ワクチンの種類、接種年月日等）に加え、海外渡航時に利用できる 

よう、旅券番号等を記載することとしており、これらの情報を日本語と英語で表記します。 

また、偽造防止対策を行っています。 

   発行までの期間、交付方法 

    申請から交付までに係る期間は、２～３週間を目安としています。余裕を持った申請への 

ご協力のほど、よろしくお願いします。交付方法は接種証明書の郵送を予定しています。 

       詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate_00001.html 

  

（４）在日米軍によるワクチン接種を受けた在日米軍従業員の方 

予防接種法に基づいて予防接種を受けた方に対しては、海外の渡航先への入国時に、相手国 

等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン 

接種の事実を公的に証明する接種証明書の交付が各市町村（特別区を含む。以下同じ。）にお 

いて開始されています。他方、在日米軍によるワクチン接種は、予防接種法に基づく接種では 

ないため、当該接種を受けた在日米軍従業員は、各市町村における上記の証明書交付の対象と 

なっていません。 

このため、希望する在日米軍従業員に対し、雇用主である防衛省から、①海外渡航時及び日 

本国内で行動制限緩和等の措置を受ける時の双方に使用される証明書（以下、【海外・国内共 

用】）と、②日本国内で行動制限緩和等の措置を受ける時に使用される証明書（以下、【国内 

用】）の２種類のワクチン接種証明書を発行することとしました（１、２回目のワクチン接種 

を自治体で受け、今３回目で初めて米軍によるワクチン追加接種を受けた方にも発行します。）。 

なお、【海外・国内共用】の接種証明書については、すでにお持ちの在日米軍から交付される 

「接種記録カード（ＣＤＣカード）」と共に提示することにより、各市区町村が発行するワクチ 

ン接種証明書と同様に、海外渡航に際し、相手国による防疫措置の緩和等が認められます。 

 

 

 

対象 

令和３年６月以降、在日米軍によるワクチンの接種を受けた在日米軍従業員 

※  米軍によるワクチン接種を３回受けた方で、すでに防衛省から発行される接種証明 

書をお持ちの方は、改めて申請いただければ、３回分の接種をまとめて記載した証明 

書を新規に発行いたします。 

     手続き方法（発行区分によって、身分証明方法が異なります。） 

各地方防衛局・防衛事務所への郵送もしくは窓口での申請 

※ 郵送する際は、封筒に「○○防衛事務所（防衛局）労務担当宛て」と記載してください。 

防衛省 地方協力局 労務管理課 

  ０３－５３６６－３１１１（内線３６５４４・３６５４５・３６５４６） 
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  申請に必要なもの 

【海外・国内共用】 

① 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 

※  記入にあたり、インクを消せるボールペン、鉛筆、修正液、修正テープは使用しな 

いでください。 

② 旅券（パスポート）の写し（旅券番号・氏名が確認できるページ） 

③ 予防接種記録（ＣＤＣ）カードの写し 

④ 返信用封筒（切手貼付） 

⑤ 旧姓・別性・別名が確認できる本人確認書類（の写し）  

※ 旅券に記載がある場合 

【国内用】 

① 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書 

※  記入にあたり、インクを消せるボールペン、鉛筆、修正液、修正テープは使用しな 

いでください。 

② マイナンバーカード・免許証・健康保険証等の本人確認ができるものの写し 

③ 予防接種記録（ＣＤＣ）カードの写し 

④ 返信用封筒（切手貼付） 

⑤ 旧姓・別性・別名が確認できる本人確認書類（の写し）  

※ 旅券に記載がある場合 

 

詳しくは、防衛省ホームページをご覧ください。  

https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/stuff/zaibeigun_seshushoumei.html 

 

● 予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付） 

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりするこ 

と）が、極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。 

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が 

残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。 

【厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター】 

  ０１２０－７６１７７０（フリーダイヤル） 

 （受付時間 下記参照（土日・祝日も実施））  

  日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語  ９:００～２１:００ 

タイ語     ９:００～１８:００ 

ベトナム語   １０:００～１９:００ 

【新型コロナウイルス関連及びワクチンについての聴覚障害者相談窓口】 

ＦＡＸ ０３－３５８１－６２５１（一般財団法人全日本ろうあ連盟） 

    メールアドレス corona-2020@mhlw.go.jp 
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詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。  

        https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html 

 

●  千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口 

千葉県では、新型コロナワクチンでは、接種後に注射した部分の痛みや腫れなどの副反応等に係 

る相談に対応するための相談窓口を開設し、専門的な知識を有する医師のバックアップを受けて、 

看護師等が24時間体制で相談に応じています。 

【千葉県新型コロナワクチン副反応等専門相談窓口】 

     ０３－６４１２－９３２６（委託先） 

     （受付時間 ２４時間（土日・祝日も実施）） 

 聴覚に障害のある方をはじめ、電話でのご相談が難しい方は、ファックスをご利用ください。    

ＦＡＸ ０４３－２２４－８９１０（千葉県健康福祉部疾病対策課感染症予防班） 

   

詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。 

   https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ncov/wakutinsoudan-chibaken.html 

 

 

 

 

● 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業 

  厚生労働省では、母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、自治体と協力  

 して就業支援に取り組んでいます。 

   母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが 

困難な状況におかれている場合が多く、また父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから 

同様の困難を抱える家庭もあることから、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金 

事業」を都道府県等において実施しています。 

 

お住まいの市のひとり親等福祉担当課、町村にお住まいの方は千葉県健康福祉センター（印旛、

香取、山武、長生、夷隅、安房）の地域福祉課または地域保健福祉課（47ページ）にご相談くださ

い。 

〇 自立支援教育訓練給付金 

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練 

を受講し、修了した場合にその経費の６０％（下限は１万２千１円、上限は修学年数×２０万円、 

最大８０万円）が支給されます。(雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができ 

る者は、その支給額との差額（下限は１万２千１円）を支給。) 

支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要があります。 

４ 子育て世帯への給付金・貸付金 

 

 

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/ncov/wakutinsoudan-chibaken.html
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 対象者 

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童（20歳に満たない者）を扶養し、以下の要 

  件を全て満たす方 

・ 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること 

・ 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職 

 に就くために必要であると認められること 

 対象となる講座 

   自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育 

訓練講座と、その他都道府県等の長が地域の実情に応じて対象とする講座です。 

 

〇 高等職業訓練促進給付金等事業 

母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、１年以上（令和 

３年４月１日から令和５年３月31日までに修業を開始する場合には６月以上）養成機関 で修業 

する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されると 

ともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。 

  対象者 

  母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童（20歳に満たない者）を扶養し、以下の要 

件を全て満たす方 

・ 児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること 

・ 養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること 

・ 仕事または育児と修業の両立が困難であること 

支給額 

◎  高等職業訓練促進給付金    月額  100,000円 (市町村民税非課税世帯) 

                            月額   70,500円 (市町村民税課税世帯) 

                      ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の１２か月については、 

                                    月額 140,000円（市町村民税非課税世帯） 

                 月額  110,500円（市町村民税課税世帯） 

   ※ 修業期間の全期間（上限４年） 

 ただし、当該給付金の支給を受け、准看護師養成機関を卒業する者が、引き続き、看護 

師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算３年分の給付金を支給 

◎ 高等職業訓練修了支援給付金 支給額 50,000円 (市町村民税非課税世帯) 

25,000円 (市町村民税課税世帯) 

※ 支給期間修了後に支給 

対象となる資格  

高等職業訓練促進給付金等事業の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、か 

  つ法令の定めにより養成機関において１年以上のカリキュラムを修業することが必要とされてい 

る者について都道府県等の長が指定したものです。 
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（対象資格の例） 

    看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師等 

【令和３年度の特例】 

 ６月以上の訓練を通常必要とする民間資格等（デジタル分野の資格や講座（Webクリエイター、 

ＣＡＤ、ＬＰＩＣ等）や、輸送・機械運転関係、技術・農業関係の資格や講座等の取得の場合も 

令和３年度中のみ新たに給付対象として拡充 

詳しくは、厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/single-parent.html を 

ご覧ください。 

 

【千葉県健康福祉センター（印旛、香取、山武、長生、夷隅、安房）地域福祉課・地域保健福祉課】 

名称 管轄市町村 電話番号 受付時間 

印旛健康福祉センター 

 地域福祉課 
酒々井町、栄町 043-483-1120 平日 9:00～17:00 

香取健康福祉センター 

地域保健福祉課 
神崎町、多古町、東庄町 

0478-52-9161 

（センター代表） 
平日 9:00～17:00 

山武健康福祉センター 

地域福祉課 
九十九里町、芝山町、横芝光町 

0475-54-0611

（センター代表） 
平日 9:00～17:00 

長生健康福祉センター 

 地域保健福祉課 

一宮町、睦沢町、長生村、白子

町、長柄町、長南町 
0475-22-5914 平日 9:00～17:00 

夷隅健康福祉センター 

 地域保健福祉課 
大多喜町、御宿町 

0470-73-0145

（センター代表） 
平日 9:00～17:00 

安房健康福祉センター 

地域福祉課 
鋸南町 

0470-22-4511

（センター代表） 
平日 9:00～17:00 

 

●  ひとり親家庭高等職業訓練促進資金の貸付（住宅支援資金貸付の新設） 

就労に取り組むひとり親世帯に対し、住居の借り上げに必要となる資金の償還免除付の無利子貸 

 付制度を創設しました。 

お住まいの市のひとり親等福祉担当課、町村にお住まいの方は千葉県健康福祉センター（印旛、

香取、山武、長生、夷隅、安房）の地域福祉課または地域保健福祉課（101ページ）にご相談くださ

い。 

 対象者 

児童扶養手当受給者（同等の水準の者を含む）であって、母子・父子自立支援プログラムの策定

（注）を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者 

（注）就労を希望する場合は、福祉事務所のプログラム策定員が面接に応じ、相談者の意向や生活状況、職歴など 

 を把握して自立支援プログラムを作成します。その後、プログラム策定員と共にハローワーク担当者と面接し 

て、相談者の状況にあった就労支援メニューの選定または市で母子家庭及び父子家庭自立支援給付金事業の助 

成などを行い、就労を支援します。 
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 貸付額 

  貸付額：原則12か月に限り、入居している住宅の家賃の実費（上限４万円）を貸付 

償還期限：都道府県知事等が定める期間 

利息：無利子 

  ※ 住居確保給付金と住宅支援資金貸付は、対象者の要件を満たす場合には、相談者の状況や意向に応じて 

て併給が可能ですが（令和３年６月以降）、住居確保給付金と住宅支援資金貸付の合計額が、実際に居 

住する住宅の家賃額を超えることはありませんのでご留意ください。 

 償還免除・猶予 

  償還免除：〇１年以内に母子・父子自立支援プログラムで定めた目標に合致した就職をし、就労 

   を１年間継続したとき 

〇死亡又は障害により償還することができなくなったとき 

〇長期間所在不明で返還が困難と認められる場合であって履行期限到達後に返還を請 

求した最初の日から５年経過 

  猶予：災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき、その事由が継続する期間 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/single-parent.html をご覧ください。 

 

 

 

 

  経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、個々

の状況に応じた支援を行い、自立の促進を図ることを目的としています。 

市（町村部については千葉県）が実施主体となり、複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く受

け止め包括的な相談支援を行う自立相談支援事業（必須事業）と、本人の状況に応じた支援を行う

各支援事業（任意事業）があり、自立相談支援機関において策定される自立支援計画に基づき、各

種支援が行われます。 

● 住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく制度であり、離職等により経済的に困窮し、 

 住居を失った又はそのおそれがある方に対し、令和５年３月31日までの期間、原則３か月間（最 

長９か月)、家賃相当額を支給するものでした。 

厚生労働省では、皆様の方からの住居確保給付金に関する問合わせに対応するため、コール

センターを設置しています。 

【住居確保給付金相談コールセンター】 

０１２０ー２３－５５７２（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２１:００（土日・祝日含む)） 

※聴覚に障害のある方は、 

生活支援特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/about/fax.html 

の専用ＦＡＸ用紙にご記入の上、ＦＡＸ：０１２０－７１－０１３３ をご利用ください。 

５ 生活困窮者自立支援制度 
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市町村名 窓口名 所在地 電話番号 

千葉市中央区 
千葉市中央保健福祉センター 

社会援護第一課 

〒260-8511  

千葉市中央区中央４-５-１ 

                     きぼーる14階 

043-221-2147 

千葉市花見川区 
千葉市花見川保健福祉センター

社会援護課 

〒262-8510  

千葉市花見川区瑞穂１-１ 
043-275-6416 

千葉市稲毛区 
千葉市稲毛保健福祉センター 

社会援護課 

〒263-8550  

千葉市稲毛区穴川４-12-４ 
043-284-6135 

千葉市若葉区 
千葉市若葉保健福祉センター 

社会援護第一課 

〒264-8550 

 千葉市若葉区貝塚２-19-１ 
043-233-8148 

千葉市緑区 
千葉市緑保健福祉センター 

社会援護課 

〒266-8550 

 千葉市緑区鎌取町266-１ 
043-292-8135 

千葉市美浜区 
千葉市美浜保健福祉センター 

社会援護課 

〒261-8581 

 千葉市美浜区真砂５-15-２ 
043-270-3148 

銚子市 
銚子市自立支援相談センター 

（ちょうしサポートセンター） 
〒288-0048 銚子市双葉町２番地29 

0120-240-737 

0479-24-0880 

市川市 
市川市生活サポートセンター 

そら 

〒272-0026 市川市東大和田1-２-1 

市川市役所分庁舎Ｃ棟２階 
047-704-0010 

船橋市 
船橋市福祉サービス部 

地域福祉課住居確保給付金窓口 

〒273-0011 船橋市湊町２-10-18 

千葉県船橋合同庁舎３階 
047-401-8055 

館山市 館山市社会福祉協議会 
〒294-0045  館山市北条４０２ 

館山市役所４号館１階 
0470-23-5068 

木更津市 木更津市福祉部自立支援課 
〒292-8501  木更津市朝日３−10−19 

        木更津市役所朝日庁舎 
0438-23-6716 

松戸市 松戸市自立相談支援センター 
〒271-8588 松戸市根本387番地の５ 

        松戸市役所本館３階 
047-366-0077 

野田市 
野田市パーソナルサポート 

センター 

〒278-8550  野田市鶴奉７-１ 

野田市役所２階 
04-7125-2212 

茂原市、一宮 

町、睦沢町、長

生村、白子町、

長柄町、長南町 

長生ひなた 〒297-0073  茂原市長尾2694 0475-36-3013 

成田市 暮らしサポート成田 〒286-0033  成田市花崎町736-62 0476-20-3399 

佐倉市 くらしサポートセンター佐倉 
〒285-8501 佐倉市海隣寺町97 

     佐倉市役所４号館地下１階 
043-309-5483 

東金市 
東金ひと・しごと・くらし 

サポートセンター こころん 

〒283-0005  東金市田間３-９-１ 

東金市保健福祉センター２階 
0475-50-4251 

旭市 旭市社会福祉協議会 
〒289-2712 旭市横根3520 

       飯岡福祉センター内 
0479-57-3133 

【申請・相談窓口一覧】 
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習志野市 らいふあっぷ習志野 
〒275-0016 習志野市津田沼5-12-1 

サンロ－ド津田沼ビル６階 
047-453-2090 

柏市 
柏市地域生活支援センター 

（愛称；あいネット） 

〒277-0004 柏市柏下65-１ 

     柏市総合保健医療福祉施設

ウェルネス柏３階 

04-7165-8707 

勝浦市、大多喜

町、御宿町 
夷隅ひなた 〒298-0004  いすみ市大原8927-2 0470-64-6380 

市原市 
いちはら生活相談サポートセン

ター 

〒290-0074   

市原市東国分寺台３-10-15 
0436-37-3400 

流山市 
流山市くらしサポートセンター

ユーネット 

〒270-0121  流山市西初石３-101-21 

鈴木ビル１階 
04-7197-5690 

八千代市 
八千代市健康福祉部 

福祉総合相談室 

〒276-8501 八千代市大和田新田

312-５  

               八千代市役所新館２階    

047-421-6732 

我孫子市 
我孫子市健康福祉部 

社会福祉課生活相談担当 

〒270-1192  我孫子市我孫子1858 

      我孫子市役所西別館２階 

04-7185-1111

（内線394） 

鴨川市 鴨川市福祉総合相談センター 
〒296-0033  鴨川市八色887-１ 

鴨川市総合保健福祉会館内 
04-7093-1200 

鎌ケ谷市 
鎌ケ谷市社会福祉課 

生活支援相談窓口 

〒273-0195   

鎌ケ谷市新鎌ケ谷２−６−１ 

鎌ケ谷市総合福祉保健センター４階 

047-445-1286 

君津市 生活自立支援センターきみつ 
〒299-1152  君津市久保２−13−１ 

    君津市役所１階 
0439-56-1245 

富津市 
くらしと仕事の相談支援センタ

ー 

〒293-8506  富津市下飯野2443 

        富津市役所１階 
0439-32-1520 

浦安市 
浦安市福祉部社会福祉課 

総合相談窓口 

〒279-8501  浦安市猫実１−１−１ 

浦安市役所３階 
047-712-6856 

四街道市 
くらしサポートセンター 

「みらい」 

〒284-0003 四街道市鹿渡無番地 

四街道市総合福祉センター３階 
043-421-3003 

袖ケ浦市 袖ケ浦市自立相談支援室 
〒299-0292  袖ケ浦市坂戸市場１-１ 

                袖ケ浦市役所１階 
0438-62-3159 

八街市 八街市社会福祉協議会 〒289-1115 八街市八街ほ35−29 043-312-0766 

印西市 
いんざいワーク・ライフサポー

トセンター 
〒270-1325 印西市大森2551-４ 0476-85-8267 

白井市 
白井市くらしと仕事のサポート

センター 

〒270-1492 白井市復1123 

白井市保健福祉センター３階 
047-497-3650 

富里市 富里市自立生活支援窓口 
〒286-0292   富里市七栄652−１ 

       富里市役所中央棟１階 
0476-93-4193 

南房総市 南房総市自立生活支援窓口 

〒295-0004 

南房総市千倉町瀬戸2705-６ 

南房総市社会福祉協議会内 

0470-44-3577 
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また、このほかにも生活困窮者自立支援法に基づく各種の支援制度（自立相談支援事業、就労準備

支援事業、家計相談支援事業、就労訓練事業、就労訓練事業､一時生活支援事業）がございますので、

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減ってしまい、家計が苦しいなど生活のことでお悩みの方

は、お住まいの市町村の窓口にご相談ください。 

 

  なお、制度の概要は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html 

 

【相談窓口一覧】(住居確保給付金の申請・相談窓口との同一窓口の場合は割愛しています。) 

市町村名 窓口名 所在地 電話番号 

千葉市 <1> 
千葉市生活自立・仕事相談センター 

中央 

〒260-8511 千葉市中央区中央４-５-１ 

              きぼーる15階 

              中央保健福祉センター内 

043-202-5563 

千葉市 <2> 
千葉市生活自立・仕事相談センター 

花見川 

〒262-8510 千葉市花見川区瑞穂１-１ 

花見川保健福祉センター１階 
043-307-6765 

千葉市 <3> 
千葉市生活自立・仕事相談センター 

稲毛 

〒263-8550 千葉市稲毛区穴川４-12-４ 

稲毛保健福祉センター１階 
043-207-7070 

千葉市 <4> 
千葉市生活自立・仕事相談センター 

若葉 

〒264-8550 千葉市若葉区貝塚２-19-１

若葉保健福祉センター３階 
043-312-1723 

千葉市 <5> 
千葉市生活自立・仕事相談センター 

緑 

〒264-8550 千葉市緑区鎌取町226-1 

緑保健福祉センター２階 
043-293-1133 

匝瑳市 
匝瑳市生活支援相談窓口 

(匝瑳市社会福祉協議会) 

〒289-3182  匝瑳市今泉6491−１ 

               野栄福祉センター内 
0479-67-5200 

香取市 香取自立支援相談センター 
〒287-0002  香取市北３-６-５ 

アイビービル１階 
0478-79-0516 

山武市 山武市生活・就労相談室 
〒289-1392   山武市殿台296 

                山武市役所本館１階 
0475-80-1301 

いすみ市 
いすみ市自立相談支援センター 

(いすみ市社会福祉協議会) 

〒299-4621  

いすみ市岬町東中滝720-１ 

岬ふれあい会館内 

0470-87-8857 

大網白里市 
大網白里市生活相談センター 

リンクサポート 
〒299-3221 大網白里市富田2130-７ 0475-72-5439 

酒々井町、栄町 
さかえ・しすいワーク・ライフ

サポートセンター 

〒285-0837 佐倉市王子台１-14-12 

スズノキビル１階 
043-308-6332 

神崎町、多古

町、東庄町 
香取ＣＣＣ 〒287-0002 香取市北３-２-13 0478-50-1919 

九十九里町、芝

山町、横芝光町 

さんぶ生活相談センター 

リンクサポート 
〒289-1345 山武市津辺171-１ 0475-77-7532 

鋸南町 ひだまり 〒294-0014 館山市山本1155 0470-28-5667 
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船橋市 
船橋市｢保健と福祉の総合相談窓

口」さーくる 

〒273-0011  船橋市湊町２-８-11 

                船橋市役所別館１階 
047-495-7111 

八千代市 
くらしサポートチームふらっと 

(八千代市社会福祉協議会) 

〒276-0046 八千代市大和田新田312-５ 

八千代市福祉センター３階 
047-483-3021 

  

● 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 

新型コロナの長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付等を終

了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困

窮者自立支援金」を支給していました（実施主体；各市、町村の場合は千葉県）。 

厚生労働省では、皆様の方からの新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関する問合

わせに対応するため、コールセンターを設置しています。 

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター】 

０１２０－４６－８０３０（フリーダイヤル） 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

※ 聴覚に障害のある方は、 

生活支援特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/about/fax.html 

の専用ＦＡＸ用紙にご記入の上、ＦＡＸ：０１２０－５１－７０３６ をご利用ください。 
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● 千葉県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業等により収入が 

減少された方や失業等により生活に困窮された方に対して、緊急かつ一時的に生計の維持が困難 

となった場合に少額の費用の貸付（緊急小口資金）を行っております。 

厚生労働省では、緊急小口資金に関する皆様からの問合せに対応するため、コールセンター

を設置しています。 

  【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】 

   ０１２０－４６－１９９９（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２１:００（土日・祝日を含む）） 

 ※聴覚に障害のある方は、 

生活支援特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/about/fax.html 

の専用ＦＡＸ用紙にご記入の上、ＦＡＸ：０１２０－８１－０３３６ をご利用くださ 

い。 

「緊急小口資金等の特例貸付」返済免除等について 

  緊急小口資金には、新型コロナウイルス感染症の影響によって休業などが原因で収入が減少し、 

緊急かつ一時的に生活費が必要な人のために「特例貸付」が行われていました。また、新型コロナ 

ウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっ 

ている世帯に対し、生活再建までの間に必要な生活費用をお貸しする「総合支援資金（特例貸付）」 

設けられていました。 

それらコロナ特例貸付の返済にお困りの方に対し、返済時期を遅らせる猶予制度、返済の免除制 

 度がございます。 

返済免除のポイント 

  返済免除は、資金の種類ごとにして一括して行います。 

①緊急小口資金、②総合支援資金の初回貸付分、③総合支援資金の延長貸付分、④総合支援資金 

の再貸付です。 

借受人と世帯主が住民税非課税（均等割・所得割いずれも）であれば、返済免除の対象とします。

そのほかの世帯員の課税状況は問いません（免除決定時点で返済している金額は免除対象外）。 

免除要件等は、資金種類により異なります。 

上記以外にも、判定年度以降に借受人及び世帯主が住民税非課税になった場合のほか、返済中に 

借受人の死亡や失踪宣告、生活保護の受給、精神保健福祉手帳（１級）または身体障害者手帳（１ 

級または２級）の交付を受けた場合、自己破産等の返済中も返済困難な状況があれば、全部または 

一部の返済を免除できる場合があります。 

返済免除は申請が必要です（※対象の方は自動的に免除されるわけではありません）。社会福祉 

協議会からの通知をご確認のうえ、期限内の申請をお願いします。 

 

６ 生活福祉資金の貸付制度 
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免除要件と免除上限額 

資金種類 免除要件 免除上限額 返済開始時期 

※免除とならな 

い場合等 

緊急小口資金 

令和４年３月末までに申請された分 

令和３年度又は令和４年度

が住民税非課税 

20万円 令和５年１月～ 

緊急小口資金 

令和４年４月以降に申請された分 

令和５年度が住民税非課税 20万円 令和６年１月～ 

総合支援資金(初回貸付分) 

令和４年３月末までに申請された分 

令和３年度又は令和４年度

が住民税非課税 

45万円（単身世帯) 

60万円 

（２人以上世帯） 

令和５年１月～ 

総合支援資金(初回貸付分) 

令和４年４月以降に申請された分 

令和５年度が住民税非課税 45万円（単身世帯) 

60万円 

（２人以上世帯） 

令和６年１月～ 

総合支援資金(延長貸付分)  令和５年度が住民税非課税 45万円（単身世帯) 

60万円 

（２人以上世帯） 

令和６年１月～ 

総合支援資金(再貸付)  令和６年度が住民税非課税 45万円（単身世帯) 

60万円 

（２人以上世帯） 

令和７年１月～ 

（注）１ 返済開始時期については貸付を受けた時期により異なる場合があります。また、借受人の希望 

により据置期間を短く設定した場合、この限りではありません。 

２ 返済免除後も、自立相談支援機関等が継続的な支援を行います。 

 

申請方法、申請に必要な書類、様式のダウンロードについては、千葉県社会福祉協議会の下記ホ

ームページもご覧ください。 

http://www.chibakenshakyo.com/info.php?cate=fukushijigyo&id=2020051223083967 

   

 

 

社会福祉協議会名 所在地 電話番号 

千葉市社会福祉協議会 

（生活福祉資金事務センター） 

〒260-0844   

千葉市中央区千葉寺町1208-２ 

 千葉市ハーモニープラザＣ棟３階 

043-209-8884 

 中央区事務所 
〒260-8511 

千葉市中央区中央４-５-１ Qiball(きぼーる)15階 
043-221-2177 

 花見川区事務所 
〒262-8510 

千葉市花見川区瑞穂１-１ 花見川保健福祉センター３階 
043-275-6438 

 稲毛区事務所 
〒263-8550 

千葉市稲毛区穴川４-12-４ 稲毛保健福祉センター３階 
043-284-6160 

【市町村社会福祉協議会】 
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東金市社会福祉協議会 
〒283-0005 

東金市田間421 東金市保健福祉センター２階 
0475-52-5198 

旭市社会福祉協議会 
〒289-2712 

旭市横根3520 旭市飯岡福祉センター内 
0479-57-5577 

習志野市社会福祉協議会 
〒275-0025 

習志野市秋津３-４-１ 習志野市総合福祉センター内 
047-452-4161 

柏市社会福祉協議会 
〒277-0005 

 柏市柏５-11-８ 介護予防センターいきいきプラザ内 
04-7163-1234 

勝浦市社会福祉協議会 
〒299-5226 

勝浦市串浜1191-1 勝浦市保健福祉センター内 
0470-73-6101 

市原市社会福祉協議会 
〒290-0075 

市原市南国分寺台４-１-４ 
0436-24-0011 

流山市社会福祉協議会 
〒270-0157 

 流山市平和台２-１-２ 流山市ケアセンター３階 
04-7159-4735 

  

 若葉区事務所 
〒264-8550 

千葉市若葉区貝塚２-19-１ 若葉保健福祉センター３階 
043-233-8181 

 緑区事務所 
〒266-8550 

千葉市緑区鎌取町226-１ 緑保健福祉センター２階 
043-292-8185 

 
美浜区事務所 

〒261-8581 

千葉市美浜区真砂５-15-２ 美浜保健福祉センター２階 
043-278-3252 

 

銚子市社会福祉協議会 
〒288-0047   

銚子市若宮町４-８ 銚子市保健福祉センター内 
0479-24-8189 

市川市社会福祉協議会 
〒272-0026 

市川市東大和田１-２-10 市川市役所分庁舎Ｃ棟１階 
047-320-4001 

船橋市社会福祉協議会 
〒273-0005 

 船橋市本町２-７-８ 船橋市福祉ビル３階 
047-431-2653 

館山市社会福祉協議会 
〒294-0045   

館山市北条402 館山市役所４号館１階 
0470-23-5068 

木更津市社会福祉協議会 
〒292-0834 

木更津市潮見２-９ 市民総合福祉会館１階   
0438-25-2089 

松戸市社会福祉協議会 
〒271-0094 

 松戸市上矢切299-１ 松戸市総合福祉会館内 
047-368-0503 

野田市社会福祉協議会 
〒278-0003 

  野田市鶴奉５-１ 野田市総合福祉会館２階 
04-7124-3939 

茂原市社会福祉協議会 
〒297-0022 

 茂原市町保13-20 茂原市総合市民センター内 
0475-23-1969 

成田市社会福祉協議会 
〒286-0017 

成田市赤坂１-３-１ 成田市保健福祉会館内 
0476-27-7755 

佐倉市社会福祉協議会 
〒285-0013 

佐倉市海隣寺町87 佐倉市社会福祉センター２階 
043-484-6200 
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八千代市社会福祉協議会 
〒276-0046 

 八千代市大和田新田312-５ 八千代市福祉センター内 
047-483-3021 

我孫子市社会福祉協議会 
〒270-1166 

 我孫子市我孫子1861 
04-7184-1539 

鴨川市社会福祉協議会 
〒296-0033 

 鴨川市八色887-１ 鴨川市総合保健福祉会館２階 
04-7093-0606 

鎌ケ谷市社会福祉協議会 

〒273-0195 

 鎌ケ谷市新鎌ヶ谷２-６-１  

鎌ケ谷市総合福祉保健センター５階 

047-444-2231 

君津市社会福祉協議会 

〒299-1152 

 君津市久保３-１-１  

君津市保健福祉センターふれあい館３階 

0439-57-2250 

富津市社会福祉協議会 
〒293-0006 

 富津市下飯野2443 富津市役所１階 
0439-87-9611 

浦安市社会福祉協議会 
〒279-0042 

 浦安市東野１-７-１ 浦安市総合福祉センター内 
047-355-5271 

四街道市社会福祉協議会 
〒284-0003 

 四街道市鹿渡無番地 四街道市総合福祉センター内 
043-421-3003 

袖ケ浦市社会福祉協議会 
〒299-0256 

 袖ケ浦市飯富1604 袖ケ浦市社会福祉センター内 
0438-63-3888 

八街市社会福祉協議会 
〒289-1192 

 八街市八街ほ35-29 八街市総合保健福祉センター３階 
043-443-0748 

印西市社会福祉協議会 
〒270-1325 

 印西市竹袋614-９ 印西市総合福祉センター内 
0476-42-0294 

白井市社会福祉協議会 
〒270-1492 

 白井市復1123 白井市保健福祉センター３階 
047-492-5713 

富里市社会福祉協議会 
〒286-0221 

 富里市七栄653-２ 富里市福祉センター２階 
0476-92-2451 

南房総市社会福祉協議会 

〒295-0004 

 南房総市千倉町瀬戸2705-６   

ちくら介護予防センターゆらり内 

0470-44-3577 

匝瑳市社会福祉協議会 
〒289-3182  

 匝瑳市今泉6491-1  野栄福祉センター１階 
0479-67-5200 

香取市社会福祉協議会 〒287-0001 香取市佐原ロ2116-１ 0478-54-4410 

山武市社会福祉協議会 
〒289-1306             

山武市白幡1627 成東老人福祉センター内 
0475-82-7102 

いすみ市社会福祉協議会 
〒299-4621 

いすみ市岬町東中滝720-１ 岬ふれあい会館内 
0470-87-8857 

大網白里市社会福祉協議会 
〒299-3251 

 大網白里市大網131-2,133合併-1 大網白里市福祉会館内 
0475-72-1995 
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酒々井町社会福祉協議会 
〒285-0922 

 印旛郡酒々井町中央台４-11 酒々井町役場西庁舎１階   
043-496-6635 

栄町社会福祉協議会 
〒270-1515 

 印旛郡栄町安食台１-２ 栄町役場２階   
0476-95-1100 

神崎町社会福祉協議会 

〒289-0221 

 香取郡神崎町神崎本宿96  

神崎ふれあいプラザ保健福祉館１階 

0478-72-4031 

多古町社会福祉協議会 〒289-2241 香取郡多古町多古777-１ 0479-76-5940 

東庄町社会福祉協議会 
〒289-0612 

 香取郡東庄町石出2692-４ オーシャンプラザ内 
0478-86-4714 

九十九里町社会福祉協議会 
〒283-0104 

山武郡九十九里町片貝2910 九十九里保健福祉センター内 
0475-70-3163 

芝山町社会福祉協議会 

〒289-1604 

山武郡芝山町飯櫃126-１  

芝山町福祉センターやすらぎの里内 

0479-78-0850 

横芝光町社会福祉協議会 
〒289-1727 

 山武郡横芝光町宮川11902 横芝光町役場分室内 
0479-80-3611 

一宮町社会福祉協議会 
〒299-4301 

 長生郡一宮町一宮1865 
0475-42-3424 

睦沢町社会福祉協議会 
〒299-4403 

長生郡睦沢町上市場921-１ むつざわ福祉交流センター内 
0475-44-2514 

長生村社会福祉協議会 
〒299-4345  

 長生郡長生村本郷１-77 長生村総合福祉センター内 
0475-32-3391 

白子町社会福祉協議会 
〒299-4218 

 長生郡白子町関92 白子町公民館内 
0475-33-5746 

長柄町社会福祉協議会 
〒297-0218 

 長生郡長柄町桜谷712 長柄町福祉センター内 
0475-30-7200 

長南町社会福祉協議会 
〒297-0192 

 長生郡長南町長南2110 長南町保健センター内 
0475-46-3391 

大多喜町社会福祉協議会 
〒298-0214 

夷隅郡大多喜町新丁163 大多喜老人福祉センター内 
0470-82-4969 

御宿町社会福祉協議会 
〒299-5102 

 夷隅郡御宿町久保1135-1 御宿町地域福祉センター内 
0470-68-6725 

鋸南町社会福祉協議会 
〒299-1902 

 安房郡鋸南町保田560 鋸南町ボランティアセンター内 
0470-50-1174 

 詳しくは、厚生労働省ホームページの説明またはパンフレットをご覧ください。 

  https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/index.html 

 ＜パンフレット使用言語 日本語、やさしい日本語、英語、中国語（簡体字）、韓国語、ベト 

ナム語、ポルトガル語、スペイン語、ネパール語、ミャンマー語、ベンガル語＞ 
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● 千葉県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業等により収入が減

少された方や失業等により生活に困窮された方に対して、生活再建までの間に必要な生活費用の貸

付を行っております。なお、緊急小口資金の貸付を受けた後、引き続き生活に困窮して、貸付を必

要としている場合も早めにご相談ください。 

 厚生労働省では、総合支援資金に関する皆様からの問合せに対応するため、コールセンターを

設置しています。 

【個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター】 

   ０１２０－４６－１９９９（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２１:００（土日・祝日を含む）） 

 ※ 聴覚に障害のある方は、 

生活支援特設ホームページ https://corona-support.mhlw.go.jp/about/fax.html 

をご覧の上、ＦＡＸ：０１２０－８１－０３３６ をご利用ください。 

  詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

    https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/general/index.html 

 

 

 

 

 

● 千葉県では、国の基本的対処方針及び現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況や医療提供体制 

等の状況を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現 

を目指すとともに、感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を講じるとともに、 

医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める 

こととし、新型コロナウイルス感染症対策の内容を、３月20日、以下のとおりとすることとしました。 

なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直

しを行っていきます。  

  千葉県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に関して、その内容や、県民・

事業者の皆様からの疑問、不安に応えるため、電話相談窓口を設置しました。 

【特措法協力要請電話相談窓口（千葉県新型コロナウイルス対策本部）】 

   ０４３－２２３－４３１８（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

   基本的対処方針の概要 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療 

 薬の確保等の取組を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこ 

れまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが 

可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の 

継続を可能とする新たな日常の実現を図る。 

その上で、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に 

７ 千葉県の協力要請に関する相談窓口 

 

 

https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/general/index.html
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求めるとともに、政府の責任において、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊 

急的病床等を確保するための具体的措置を講じる。 

千葉県における基本的な考え方 

国の基本的対処方針に沿った措置等を行う。 

感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を目指す。 

感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を講じるとともに、医療がひっ迫 

するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める。 

期間は、令和５年３月13日から令和５年５月７日までとする。 

（１）県民の皆様へ 

    （基本的な感染対策を徹底 ～効果的な換気を～） 

    ・ 室内の定期的な「換気」、「３つの密（密閉空間・密集場所・密接場面）」の回避、「人と 

人との距離の確保」、「マスクの着用」（不織布マスクを推奨。以下同じ。）、「手洗いやア 

ルコール消毒などの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。 

「マスクの着用」の考え方 

 １ 基本的な考え方 

・ マスクの着用について、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的 

な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。 

 

２ 各個人のマスクの着用の判断に資するよう政府が示すマスクの着用を推奨する場面 

・ 高齢者などの重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記 

の場面では、マスクの着用を推奨します。 

 ① 医療機関受診時 

 ② 高齢者などの重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等へ 

の訪問時 

 ③ 通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス（※）に乗車する時（当面の取扱い）  

    ※ 概ね全員の着席が可能であるもの（新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス 

等）を除きます。 

・ そのほか、新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所 

に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。 

・ 高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者 

については、勤務中のマスクの着用を推奨します。 

３ 症状がある場合等の対応 

・ 症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方 

は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控えましょう。通院等やむを得ず外出をする 

時には、人混みは避け、マスクを着用しましょう。  

【留意事項】 

・ マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反し 
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てマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようにしてく 

ださい。 

・ 子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要で 

す。 

・ なお、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用 

を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのよう 

な場合においても、子どものマスクの着用については、健康面等への影響も懸念されてお 

り、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子どもの体調に十分注意する必要があります。 

（参考）事業者における対応 

    マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業上 

の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。 

  ・ 風邪症状等、体調不良が見られる場合は、受診以外は、出勤、登校を含め、外出を控えまし 

ょう。【特措法第24条第９項】 

なお、発熱等の症状があるときは、感染リスクを下げるため、あらかじめ医療機関に連絡し 

てください。 

  ・ 業種別ガイドライン（注）等を遵守している施設等を利用してください。 

    （注） 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインについては、268ページ及び内閣官房のホームページ 

をご覧ください。  

       https://corona.go.jp/prevention/ 

    （外出について～感染リスクを減らす行動を～） 

・ 高齢者や基礎疾患を有する方は、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を控 

えること、室内では効果的に換気を行うことなど、感染リスクを減らす行動を心がけてくださ 

い。 

・ 帰省や旅行など、都道府県間の移動は、「３つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹 

底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動は控えてください。 

    （飲食時の注意） 

    ・ 大声や長時間の飲食を回避し、会話をする際はマスクを着用するようお願いします。【特措 

法第24条第９項】 

  ・ １テーブル４人を基本として、広さに応じて、一定の距離等を確保できる人数でお願いしま 

す。 

  ・ 箸やコップは使いまわさないでください。 

・ 手指消毒を徹底してください。 

・ 飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が確認している「千葉県飲食店感染防止基 

本対策確認店」を利用してください。 

また、お店から求められる感染防止策に協力してください。       

・ 換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのアクリル板等が設置されて 

いる店を選んでください。 



 

- 61 - 

 

・ 自宅等で同居家族以外の方が集まって飲酒をするいわゆる「宅飲み」や飲酒を伴わないホー 

ムパーティ等においても、飲食時の注意を守ってください。 

（ワクチン接種について ～早期接種の推奨～） 

・ 高齢者などの重症化リスクの高い方については、ご自身やご家族などの周りの方がワクチン 

を接種してください。 

  ・ ワクチン接種については、20代、30代の若い世代の方々も含め、感染による重症化や後遺症 

から自分を守るためにも速やかな接種を検討してください。 

  （受診について） 

・ 救急外来及び救急車は、適切に利用してください。 

    ※ 救急車の要請に迷う場合は、自宅療養者フォローアップセンターや救急安心電話相談を 

利用してください。 

  ※ 自宅療養中に容態が急変した場合には、躊躇なく救急車を呼んでください。 

  ・ 症状が軽く、65歳未満で基礎疾患がないなど重症化リスクの低い方は、発熱外来の受診に代 

  えて、検査キットを用いて検査することや、陽性と思われる結果が出た場合には、陽性者登録 

センター又はオンライン診療の利用等を検討してください。 

（２）事業者の皆様へ 

  ・ 業種別ガイドラインを遵守してください。【特措法第24条第９項】 

  ・ 出勤者数の削減の目標を定め、在宅勤務（テレワーク）の活用を推進するとともに、職場に 

   勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。 

   【特措法第24条第９項】 

  ・ 職場においては、感染防止のための取組（マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケッ 

ト、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消 

毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用し 

た検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社 

員寮等の集団生活の場での対策等）や「３つの密」等を避ける行動を徹底するよう促してくだ 

さい。特に、職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等）に注意 

するよう、周知してください。【特措法第24条第９項】 

  ・ 療養を終了した方や濃厚接触者の待機期間が終了した方が職場等で勤務を開始するに当た 

り、職場等に証明（医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はＰＣＲ 

検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等）の提出を求めないようにしてくださ 

い。【特措法第24条第９項】 

  ・ 職場において従業員が、感染者や濃厚接触者となった場合に備えて、社会経済活動の維持と 

  感染防止対策の両立のため、業務継続計画の確認等を進め、事業の継続を図ってください。 

 ・ 職場や店舗等において、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、そ 

れを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイ 

ドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してく 

ださい。 
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  ・ 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載によ 

り、県民にわかりやすく公表してください。 

  ・ 高齢者や基礎疾患を有する方など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居 

家族にそうした方がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等 

の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。 

【留意事項】 

・ マスクの着用は個人の判断に委ねられるものですが、事業者が感染対策上又は事業上の理 

由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。 

 （３）イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ【特措法第24条第９項】 

  ・ イベントの実施に当たっては、「感染防止安全計画」や「感染防止対策チェックリスト」に 

より、その規模にかかわらず感染防止対策を講じて実施してください。 

  （収容率・人数上限の目安等） 

   （① 感染防止安全計画(注１)を策定し、千葉県による確認を受けた場合） 

      人数上限：収容定員まで 

（② ①以外の場合） 

      収容率：100％（大声なし(注２)）または50％（大声あり） 

      かつ 

              上限人数：5,000人   または  収容定員の50％以内のいずれか大きい方 

（注）  感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベン 

ト開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。 

   【留意事項】 

  ・ 催物開催にあたっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、「３つ 

の密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開 

催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感 

染防止策を講じてください。 

・  参加者に対し、イベント等の前後の活動における基本的な感染対策の徹底や、直行直帰 

を呼びかけてください。 

・  感染防止安全計画の提出は、イベント開催の２週間前までに行うように努めてください。 

また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、１か月以内を目途に、結 

果報告書を千葉県に提出してください。 

・  千葉県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止 

策チェックリスト」をホームページやＳＮＳ等で公表し、イベント終了日から１年間保管 

してください。 

・  感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかか 

わらず、直ちに、千葉県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。 
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その他の留意事項や開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、千葉 

県ホームページの「イベントの開催制限等について」 を十分に御確認ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/event-limitation0915.html 

 

参考 これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策 

１ 徹底した換気を行ってください。 

※ 例えば、二酸化炭素濃度測定器を用いて店内を測定し、二酸化炭素濃度が一定水準（1000ppm）を

超えないように換気や収容人数を調整してください。なお、二酸化炭素濃度が一定水準を超えた場

合に自動的に換気が行われる技術を導入する方法もありえます。 

※ 機械換気設備がある場合は適切に稼働させ、ない場合は、30 分に１回以上、数分程度、二方向の

窓を全開するなどにより換気量を確保してください。窓が一つしかない場合は、ドア等を空けてく

ださい。 

２ 飲食をする場においては、極力、全ての座席について「同一グループ内の人と人との間隔」及び

「他のグループとのテーブル間の距離」を一定以上（目安１～２ｍ）確保してください。なお、距離

の確保が困難な場合には、飛沫の飛散防止に有効な遮蔽板（アクリル板等）を設置するなどの工夫を

してください。 

※ 遮蔽板（アクリル板等）の設置：同一テーブル上の正面及び隣席との間、並びに他のテーブルと

の間に設置。遮蔽板（アクリル板等）の高さは、目を覆う程度の高さ以上のものを目安としてくだ

さい。 

３ 店舗入口や手洗い場所、席の近く等に、手指消毒用の消毒液を用意してください。また、可能な限

り従業員は来店者の入店時に、消毒液を使用するよう呼びかけをお願いします。 

４ 店舗入口及び店内に、「食事中以外のマスクの着用をお願いする」旨を掲示又は呼びかけを行って

ください。 

５ マスク着用のお願いについて、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入

場した方には退場を促してください。 

６ 店舗入口及び店内に、「発熱や咳などの異常が認められる場合は入場をお断りさせていただく」旨

を掲示するとともに、正当な理由がなく応じない方の入場を禁止してください。すでに入場した方に

は退場を促してください。 

７ 人と人とが対面する場において、アクリル板など、会話により飛散する飛沫を遮ることができる板

等を設置するか、相互の適切な距離を確保してください。 

８ 従業員へ、保健所から行政検査を受けるよう指導等があった場合には、受検することを促していた

だくようお願いします。 

９ 入場者が密集しないよう、入場者の整理及び誘導（人数管理・人数制限を含まない。）をお願いし 

 ます。 

10  事業所の消毒をお願いします。 
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● 千葉県飲食店感染防止対策認証事業 

  県内飲食店における感染防止対策を促進し、新型コロナウイルス感染症の拡大を抑え、飲食業の 

 振興を図るものです。「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店（認証店）」（令和５年３月31 

日をもって終了）と「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店（確認店）」の二種類がありました。 

○  千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店 

飲食店が取り組む感染防止対策について、県が現地を確認した上で、高いレベルでの感染防止 

対策が取られていることを認証する事業を実施していました。 

○  千葉県飲食店感染防止基本対策確認店 

     県では、飲食店の基本的な感染防止対策について、見回り調査として、現地を訪問の上、チェ 

 ックリストに基づき確認をしてきましたが、確認済みであることが飲食店を利用される方にもわ 

かるように、令和３年10月１日から「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」として、店舗にお 

いて確認を証するステッカーを掲示いただくとともに、県のホームページにおいても店舗一覧の 

掲載を行うこととしました（令和５年５月７日をもって終了します。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象  千葉県内の飲食店（テイクアウト・デリバリー型は除きます。） 

確認項目 基本的な感染防止対策である以下の４項目 

 ① アクリル板等の設置（又は座席の間隔の確保）、② 手指消毒の徹底、 

     ③ 食事中以外のマスク着用の推奨、④ 換気の徹底 

 

詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-kakunin-all-0917.html 

千葉県飲食店感染防止基本対策確認店一覧については、千葉県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho-ichiran-all.html 

千葉県飲食店感染防止対策認証事業全般については、下記千葉県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/inshoku-taisaku/inshoku-ninsho.html 

 

 

 

 

千葉県飲食店感染防止基本対策確認店についてのお問合せは事務局へお願いします。 

 【千葉県飲食店調査事務局】 

  （営業時間 毎日 １１：００～２０：００） 

  ０４７－７０３－７１２７ 

（市川市、船橋市、松戸市、野田市、柏市、成田市、習志野市、流山市、八千代市、 

我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市） 

  ０４３－２３９－６２３６（上記以外の市町村） 
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● 千葉県新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ等検査無料化事業 

  「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」（令和４年８月31日事業終了）と 

「感染拡大傾向時の一般検査事業」（令和５年３月31日事業終了）の２事業がありました。 

 

 ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業 感染拡大傾向時の一般検査事業 

概要  無症状者を対象として、ワクチン・検査パッケージ制度又

は対象者全員検査及び飲食、イベント、旅行・帰省等の活動

に際して陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要 

な検査を無料とする事業 

※ 令和４年４月１日、検査方法、対象者等が変更となりま

した。 

 感染拡大の傾向が見られる場

合おいて、県知事が必要と判断

した場合に、感染不安を感じる

無症状の県民に対しＰＣＲ等検

査や抗原定性検査を、無料で実 

施するもの 

無料検査の 

対象者 

ワクチン３回目接種が完了していない方（※） 

 経済社会活動を行うにあたり、「ワクチン・検査パッケー

ジ制度」又は「対象者全員検査」及び民間にて自主的に行う 

陰性の検査結果を確認する取組のために、検査を必要とする

方（無症状者に限る。)  

※ 以下の事項に係る書類等の提示又は申立書の提出があっ

た場合には、ワクチン３回目接種が完了している方も検査

を受けることができます。 

 ・ 対象者全員検査の利用 

 ・ 高齢者や基礎疾患を有する者等との接触を伴う活動に 

際して検査結果を求められた場合等 

なお、有症状の方及び濃厚接触者は当事業の対象となりま

せん。 

感染している可能性に不安を抱

える、又はあらかじめ感染不安

を解消しておきたい事情がある

者のうち希望する県民（無症状

者に限る。)  

※ 濃厚接触者は当事業の対象

となりませんので、保健所の

指示に従ってください。 

検査（検体

採取）方法 

薬局・民間検査機関等の検査実施店舗において原則対面で 

実施 

 原則、抗原定性検査により実施（ただし、以下の場合はＰ

ＣＲ検査を受検可能） 

・ 10歳未満の方 

・ 高齢者や基礎疾患を有する者等との接触が予定されてい 

る方（※） 

 ※ 検査を受検する必要が認められることを証する書類等 

の提示又は申立書の提出が必要となります。 

薬局・民間検査機関等において

原則対面で実施 

 実施拠点の指示に従い、ＰＣ

Ｒ検査等（ＬＡＭＰ法等の核酸

増幅法、抗原定量検査を含む。

以下同じ。）又は、抗原定性検

査の実施 

実施期間 令和３年12月24日～令和４年８月31日（事業終了） 感染拡大傾向が見られる場合

に、知事が必要と認める期間 

（令和５年３月31日事業終了） 
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〈労働者の方・事業者の方共通〉 

● 特別労働相談窓口 

  千葉労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響に関する相談等に対応するため、「特別労働

相談窓口」を開設しています。 

【千葉労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナー】 

   〒260-8612 千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第二地方合同庁舎１階 

０４３－２２１－２３０３（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

【労働基準監督署における「特別労働相談窓口」】（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 
 

労働基準監督署名 所在地・電話番号 管轄区域 

千葉労働基準監督署 

〒260-8506   

千葉市中央区中央４-11-１ 

千葉第２地方合同庁舎３階 

043-308-0670 

千葉市、市原市、四街道市 

船橋労働基準監督署 

〒273-0022  

船橋市海神町２-３-13 

047-431-0182 

船橋市、市川市、習志野市、八千代

市、鎌ケ谷市、浦安市、白井市 

柏労働基準監督署 

〒277-0005  

柏市柏255-31 

04-7163-0246 

柏市、松戸市、野田市、流山市、我孫

子市 

銚子労働基準監督署 

〒288-0041  

銚子市中央町８-16 

0479-22-8100 

銚子市、匝瑳市、旭市、東庄町 

木 更 津 労 働 基 準 監 督

署 

〒292-0831  

木更津市富士見２-４-14 

木更津地方合同庁舎３階 

0438-22-6165 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦

市、館山市、鴨川市、南房総市、鋸南

町 

茂原労働基準監督署 

〒297-0018  

茂原市萩原町３-20-３ 

0475-22-4551 

茂原市、勝浦市、いすみ市、一宮町、

睦沢町、白子町、長柄町、長南町、長

生村、大多喜町、御宿町 

成田労働基準監督署 

〒286-0134  

成田市東和田553-４ 

0476-22-5666 

成田市、香取市、印西市、富里市、栄

町、神崎町、多古町 

東金労働基準監督署 

〒283-0005  

東金市田間65 

0475-52-4358 

東金市、佐倉市、八街市、山武市、大

網白里市、九十九里町、芝山町、横芝

光町、酒々井町 

８ 労働に関する相談窓口（労働者の方、事業者の方） 
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【ハローワークにおける「特別労働相談窓口」】（受付時間  ８:３０～１７:１５） 

    千葉労働局では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、ハローワークにおける 

機能を維持しながら、開庁時間を縮小しています。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

   千葉県内ハローワークの開庁時間縮小状況（令和５年４月分：令和５年３月28日時点） 

     https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001414085.pdf 
 

ハローワーク名 所在地・電話番号 管轄区域 

ハローワーク 

千葉 

〒261-0001  

千葉市美浜区 

幸町１-１-３ 

043-242-1181 

千葉市〔中央区（ハローワーク千葉南の管轄区

域を除く）、美浜区、花見川区、稲毛区、若葉

区〕、四街道市、八街市、山武市、横芝光町 

ハローワーク 

千葉南 

〒260-0842 

千葉市中央区 

南町２-16-３ 

海気館蘇我駅前ビル 

３階・4階 

043-300-8609 

千葉市〔中央区（赤井町、今井、今井町、鵜の

森町、大森町、生実町、川崎町、川戸町、塩田

町、白旗、蘇我町、蘇我、大巌寺町、新浜町、

仁戸名町、花輪町、浜野町、星久喜町、松ヶ丘

町、南生実町、南町、宮崎、宮崎町、村田町、

若草 )、緑区〕、市原市、東金市、大網白里

市、九十九里町 

ハローワーク 

市川 

〒272-8543  

市川市南八幡５-11-21 

047-370-8609 

市川市、浦安市 

ハローワーク 

銚子 

〒288-0041  

銚子市中央町８-16 

0479-22-7406 

銚子市、匝瑳市、旭市 

ハローワーク 

館山 

〒294-0047  

館山市八幡815-２ 

0470-22-2236 

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

ハローワーク 

木更津 

〒292-0831  

木更津市富士見１-２-１ 

スパークルシティ 

木更津ビル５階 

0438-25-8609 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

ハローワーク 

佐原 

〒287-0002  

香取市北１-３-２ 

0478-55-1132 

香取市、神崎町、多古町、東庄町 

ハローワーク 

茂原 

〒297-0078  

茂原市高師台１-５-１ 

茂原地方合同庁舎１階 

茂原市、一宮町、白子町、長柄町、長南町、睦

沢町、長生村 
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0475-25-8609 

ハローワーク 

いすみ 

〒298-0004  

いすみ市大原8000-１ 

0470-62-3551 

勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 

ハローワーク 

松戸 

〒271-0092  

松戸市松戸1307-１  

松戸ビル３階 

047-367-8609 

松戸市、柏市、流山市、我孫子市 

ハローワーク 

野田 

〒278-0027  

野田市みずき２-６-１ 

04-7124-4181 

野田市 

ハローワーク 

船橋 

〒273-0011  

船橋市湊町２-10-17 

047-431-8287 

船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、白井

市 

ハローワーク 

成田 

〒286-0036  

成田市加良部３-４-２ 

0476-27-8609 

成田市、佐倉市、印西市、富里市、酒々井町、

栄町、芝山町 

 

● 外国人労働者に対する相談窓口 

 厚生労働省では、下記ホームページに、外国人の方が日本で仕事や生活するために必要な様々な 

情報を取りまとめています。ご活用ください。 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi 

/page11_00001.html 

  ＜使用言語 やさしい日本語、英語、中国語（繁字体・簡字体）、韓国語、ポルトガル語、スペ 

イン語、タガログ（フィリピノ）語、タイ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、ミ

ャンマー語、カンボジア（クメール）語、モンゴル語、ミャンマー語＞ 

 ○ 外国人労働相談 

   厚生労働省では、「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設し、英語、中国語、ポルトガル語、 

 スペイン語、タガログ語、ベトナム語の６言語について、外国人労働者の方からの相談に対応し 

ています。「外国人労働者向け相談ダイヤル」では、労働条件に関する問題について、法令の説 

明や各関係機関の紹介を行います。 

使用言語 開設曜日（注） 開設時間 電話番号（ナビダイヤル） 

英語 月曜日～金曜日 １０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

０５７０－００１７０１ 

中国語 ０５７０－００１７０２ 

ポルトガル語 ０５７０－００１７０３ 

スペイン語 ０５７０－００１７０４ 

タガログ語 火曜日、水曜日 ０５７０－００１７０５ 
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ベトナム語 水曜日、金曜日 ０５７０－００１７０６ 

（注）祝日、12月29日～１月３日は除きます。 

 

   千葉労働局では、外国人による賃金・労働時間・安全衛生・労災補償のトラブルなどの相談に 

  応じています。来庁される場合は、あらかじめ電話でお問い合わせください。 

 【千葉労働局労働基準部監督課】 ＜対応言語：英語＞ 

   〒260-8612 千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第二地方合同庁舎３階 

０４３－２２１-２３０４（火曜日・木曜日 ９:３０～１７:００（予約可能））  

 【船橋労働基準監督署】 ＜対応言語：中国語＞ 

   〒273-0022 船橋市海神町２-３-13 

    ０４３－２２１－２３０４（月曜日・木曜日 ９:３０～１７:００（予約可能）） 

【柏労働基準監督署】 ＜対応言語：中国語・ベトナム語＞ 

   〒277-0005 柏市柏255-31 

    ０４－７１６３－０２４６ 

＜対応言語：中国語＞  （水曜日・金曜日 ９:３０～１７:００（予約可能）） 

＜対応言語：ベトナム語＞（火曜日・木曜日 ９:３０～１７:００（予約可能））  

○  外国人の職業相談 

   厚生労働省では、外国人の皆様が集住している地域を中心に、外国人求職者の専門の相談員やス 

  ペイン語、ポルトガル語等の通訳を配置し、安心して職業相談をしていただける体制を整備してお 

ります。ハローワークの利用についてチェックリストを作成しましたのでご活用ください。 

  外国人向けハローワーク利用チェックリスト（やさしい日本語） 

    https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000744757.pdf 

   千葉県内のハローワークでも、外国人の方の相談に応じています。なお、対応言語は諸々ですの 

で、直接、当該ハローワークにご確認ください（ハローワークの連絡先は、153ページ～154ペー

ジ）。 

   千葉県内の通訳を配置しているハローワーク（外国人雇用サービスコーナー）一覧 

（令和４年４月現在） 

     https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001120440.pdf 

 

● 聴覚障害者の方の職業相談 

聴覚障害者の方が、ハローワークで就業相談等を行う際に、職員との意思疎通を円滑に行うための 

 お手伝いをする、手話通訳のできる人(手話協力員)を配置しています。手話協力員の都合等により出 

勤しない場合もありますので、ファックスで事前に予約されることをお勧めします。 

千葉県内の手話協力員を配置しているハローワーク一覧（令和４年４月現在） 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001113695.pdf 
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〈労働者の方向け〉 

● すまい・生活・しごと総合（ハローワークワンストップ窓口） 

   ハローワーク（千葉県内のハローワークの連絡先は、153ページ～154ページ参照）では、離職な

どによりお住まいを喪失するおそれのある方や、生活に不安を抱える方のご相談のための窓口を設

置しています。 

    ※ 住居・生活支援に関する申請手続きなどは地方自治体の窓口で行うこととなります。 

    また、制度の要件に該当しない場合などは対象とならないことに留意ください。 

   

 ● 特別休暇制度の導入等に関する相談窓口（特別休暇コンサルティング） 

   千葉労働局では、労働者が安心して休めるよう特別休暇制度を設ける際の具体的な手続について、

「働き方・休み方改善コンサルタント」が相談に応じています。 

また、就業規則の整備などの支援や企業訪問も行います。 

   併せて、労働者からの「企業が有給の特別休暇を導入してくれない」等の相談にも応じています。 

 【千葉労働局雇用環境・均等室】 

   〒260-8612 千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第二地方合同庁舎２階 

０４３－３０６－１８６０（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

 

● 派遣労働者の相談窓口 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染拡大などに伴い、派遣労働者の皆さまのための相談窓

口を、全国の都道府県労働局に設置しました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で、派遣先から

予期せぬ労働者派遣契約の契約解除などが行われ、労働契約も解除されてしまった場合など、相談

窓口にご連絡ください。 

【千葉労働局職業安定部需給調整事業課】 

〒260-8612 千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第二地方合同庁舎３階 

０４３－２２１－５５００（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

 

● 新卒者内定取消等特別相談窓口 

  新型コロナウイルス感染症の影響などによる内定の取り消しや入職時期の繰り下げに関する相談

窓口を新卒応援ハローワークに開設しています（ハローワークの新卒コーナーでも対応可能で

す。）。ハローワークの所在地・電話番号・管轄区域は、153ページ～154ページをご覧ください。 

【千葉県内の新卒応援ハローワーク】 

名称 所在地・電話番号等 

千葉 

新卒応援ハローワーク 

〒260-0028 千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル1階 

 平日 10：15～19：00 

043-３０７-４８８８ 

ふなばし 

新卒応援ハローワーク 

〒273-0005 船橋市本町１-３-１  船橋フェイスビル９階  

 平日 ９：00～17：00 

 047-426-8474 
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まつど 

新卒応援ハローワーク 

〒271-0092 松戸市松戸1307-1  

松戸ビル３階（ハローワーク松戸 内） 

平日 ８：30～17：15 

  047-367-8609（代表）   

 

● 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業については、〈事業者の方（労働者を雇用する事業主）

向け〉（188ページ～189ページ）をご覧ください。 

 

● 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する相談窓口 

   厚生労働省では、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

れた中小企業等の労働者のうち、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

て、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金（雇用保険被保険者）・

給付金（雇用保険被保険者以外）を労働者個人に支給しています。短時間勤務、シフトの日数減少

なども対象になります。 

   また、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（以下「休業支援金・給付金」とい

う。）については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきました

が、令和３年１月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者

の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象としています。   

 

厚生労働省では、皆様の方からの新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する

問合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。 

【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】 

    ０１２０－２２１－２７６（フリーダイヤル） 

   （受付時間 平日  ８:３０～２０:００、土日祝  ８:３０～１７:１５） 

 支給対象（現行制度） 

  ①中小企業に雇用される方・・・令和４年12月１日から令和５年５月31日までの期間において、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休

業に対する賃金（休業手当）を受け取っていない方 

  ②大企業に雇用される方・・・・令和４年12月１日から令和５年５月31日までの期間において、大 

企業に雇用されるシフト制労働者等（労働日が明確でない方（シフ 

ト制、日々雇用、登録型派遣））であって、新型コロナウイルス感 

染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金（休 

業手当）を受け取っていない方 

雇用保険に加入していない学生アルバイト、日本国内で働く外国人の労働者、技能実習生なども対 

象となります。 

  上記における「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケース 

も対象となります。 

  ・  時短営業などで勤務時間が減少し、１日４時間未満の就労になった場合（１日８時間から３時間 
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の勤務になるなど） 

  ・  月の一部分の休業（週５回から週３回の勤務になるなど） 

     また、いわゆる日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているよ 

  うなケースにおいて、申請対象月について、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致し 

た上で支給要件確認書を作成すれば、支援金・給付金の対象となります。 

なお、以下のケースであれば、支給要件確認書において、休業の事実が確認できない場合であっ 

ても対象となる休業として取り扱います。 

・  労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が 

出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース 

 ・  休業開始月前の給与明細などにより、６か月以上の間、原則として月４日以上の勤務がある事実 

が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月に

おいて同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース（ただし、新型コロナウイルス感染症

の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。） 

給付金額算定方法 

（休業開始前賃金日額（※）） × ６０％× ｛（各月の休業期間の日数）－（「就労等した日数」と

「労働者の事情で休んだ日数」の合計）｝ 

  ※ 算定方法 

     （申請対象となる休業開始月前６ヶ月のうち任意の３ヶ月の賃金の合計額）÷90 

     １日当たり支給額は、8,355円が上限 

    申請者     対象者（労働者）。ただし、雇用する事業主が手続を行うことも可能です。 

       労働基準法上、休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀

なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて

支払われます。こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、雇用調整助成金をご活用いただ

き、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。 

 申請期限  

休業期間 締切日（郵送の場合は必着） 

令和４年12月～令和５年１月 申請受付終了  ※２ 

令和５年２月～令和５年３月 令和５年５月31日（水） 

※ 申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります（例：２月の休業であれば３月１ 

日から申請可能） 

申請に必要な書類 

①支給申請書 

②支給要件確認書（基本的に労働者と事業主で協力して作成※） 

※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の

上、申請いただくことが可能です。 

③本人確認書類（免許証の写しなど）  

④振込先口座確認書類（キャッシュカードの写しなど） 
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  ⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類（給与明細の写しなど） 

  ⑥（初回申請時のみ）シフト制、日々雇用又は登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認で

きる書類(労働契約書など。ない場合はその旨申し出てください。） 

  ※ 支給要件確認書の作成に事業主のご協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載 

 の上、労働者から申請いただくことが可能です。 

 申請方式  

① 郵送方式の場合は、以下の宛先に郵送してください。受付後、必須記載事項や添付書類の漏れ

がある場合、該当箇所を明示した上で、返戻させていただきますので、補正の上、再度郵送いた

だくようお願いいたします。 

郵送先にお間違いのないようお願いいたします。ハローワークや千葉労働局、厚生労働省など

に郵送された場合は受け付けられませんのでご注意下さい。 

   〒600-8799 日本郵便株式会社 

京都中央郵便局留置 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 

 ② オンライン方式 

   専用ホームページ（ https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#onlineshinsei）の 

リ－フレット、操作マニュアルに沿って申請をお願いします。 

  ⅰ）オンラインによる申請には、メールアドレスとショートメール（ＳＭＳ）が受信可能な携帯 

   電話番号が必要です。 

   ⅱ）以下の書類の電子データ（用意した書類をスキャナーで読み取るか、スマートフォンのカメ

ラで撮影するなどにより作成）をご用意ください。申請の際にアップロードできる形式は、Ｐ

ＤＦファイル又は画像ファイル（JPEG又はPNG）で、１度にアップロードできるファイルサイズ

は10ＭＢまでです。 

    書類の種類ごとにファイルを分けてください（例：運転免許証、マイナンバーカード等と通

帳の写しはファイルを分けてください）。 

   ア 申請者本人であることが確認できる書類（運転免許証、マイナンバーカード（表面のみ） 

等）の写し 

       イ 振込先口座を確認できる書類（キャッシュカード・通帳（金融機関名、店舗名、口座名義、

口座番号が確認できる箇所)）の写し。なお、ゆうちょ銀行の場合は、口座名義及び記号番号

が確認できる書類の写し 

   ウ 休業前及び休業中の賃金額が確認できる書類（給与明細・賃金台帳等）の写し。なお、

「休業前」の賃金とは、休業開始前の６か月の間に支払われた賃金のうち、任意の３か月分

の賃金です。「休業中」の賃金とは、支給単位期間中に支払われた賃金です。 

   エ 休業支援金・給付金支給要件確認書 

     支給要件確認書を下記よりダウンロードのうえ、ご記入の上、写しをご用意ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16961.html 
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ⅲ）オンラインシステム申請ページ（ https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login ）

をクリックして、初めてご利用の方はマイページ登録を参照し、利用規約に同意し、メールア

ドレスとパスワードを登録します。オンラインシステムは、６時～24時までの間でご利用いた

だけます。 

    なお、以下のＯＳは、ブラウザで動作確認をしています。これ以外のＯＳは、ブラウザでオ

ンライン申請を行った場合、正常に動作しない可能性があります。 

Windows10 ： Microsoft Edge、Chrome最新バージョン 

     Windows10 ： Internet Explorer11 

      Mac OS ： Safari最新バージョン 

         Android ： Chrome最新バージョン 

         iOS ： Safari最新バージョン 

ⅳ）登録したメールアドレスに認証コードが送付されます。マイページ登録画面にその認証コー

ドを入力し、携帯電話番号を登録します（認証コード通知の送信元：no-reply＠

kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp）。 

ⅴ）登録した携帯電話番号に、ＳＭＳで認証用コードが送付されますので、マイページ登録画面

に入力します（認証コード通知の送信元：ＮＯＴＩＣＥ）。 

ⅵ）「事業主が提出する」か「労働者本人として申請する」のいずれかを選択します。必要事項

の入力、準備した書類の電子データ添付を行い、「申請」ボタンをクリックして申請は終了で

す。「申請に必要な書類」に記載の書類をスキャナーで読み取るか、スマートフォンのカメラ

で撮影するなどにより、書類のデータを作成してください。その際、書類の種類ごとにファイ

ルを分けてください。なお、申請の際にアップロードできる形式は、PDFファイル又は画像ファ

イル（JPEG又はPNG）で、１度にアップロードできるファイルサイズは10ＭＢまでですので、ご

注意ください。 

   ア 事業主による申請の場合 

   （ァ）事業所情報の登録 

      休業した事業所の名称、所在地等を登録します。 

 （ィ）支給対象者情報の登録 

    休業を実施させた労働者を支給対象者として、氏名、住所や支援金・給付金の振込口座

などを登録します。 

 （ゥ）月ごとの休業内容等の登録 

    労働者ごとに休業した月ごとの休業日数などを登録します。 

 イ 労働者本人申請の場合 

 （ァ）本人情報の登録 

    氏名、住所や支援金・給付金の振込口座などを登録します。 

 （ィ）事業所情報の登録 

休業した事業所の名称や所在地、賃金などを登録します。 
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（ゥ）月ごとの休業内容等の登録 

    休業した月ごとに休業日数などを登録します。 

ⅴ）登録したメールアドレスに受け付けた旨のメールが届きます（メールの送信元：no-reply＠

kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp）。 

  申請内容や添付書類に誤りや不備等がある場合、千葉労働局から差し戻しされ再申請が必要にな

ります。申請前に十分ご確認ください。偽りの内容による申請は、不正行為として処分の対象とな

ることがあります。正確な内容で申請してください。 

 

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。また、制度概要のリーフレットを作成して

います。 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

    ＜リーフレット使用言語 日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語（簡字体）＞ 

 

〈事業者の方（労働者を雇用する事業主）向け〉 

● 雇用調整助成金（特例措置）に関する相談窓口 

  厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、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、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合 

に、休業手当等の一部を助成しています。 

事業主の皆さまに、雇用調整助成金を活用し雇用維持に努めて頂けるよう、令和４年11月30日ま 

で特例措置 及び 令和４年12月１日～令和５年３月31日まで経過措置（緊急対応期間にコロナ特例 

を利用した事業主が対象）を実施しています。 

 

 厚生労働省は、雇用調整助成金（特例措置等）に関する皆様の問い合わせに対応するため、コー

ルセンターを設置しています。 

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】 

   ０１２０－６０３－９９９（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２１:００（土日・祝日を含む）） 

【雇用調整助成金（特例措置）の概要】 

支給対象となる事業主 ※①～③のいずれにも該当する方が対象 

  「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従

業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整（休業）」を実施する事業

主が支給対象となります。 

①  新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を 

対象としています。 

  １．新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している 

２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比１０％以上減少している(※1、2) 

３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている 
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  ※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。 

  ※2 判定基礎期間の初日が令和４年９月までの休業に ついては、５%以上減少しているこ 

と  

   ③   「労使間の協定」 とは 

本助成金は、休業の実施時期や日数、対象者、休業手当の支払い率などについて、事前に 

労使との間で書面による協定がなされ、その決定に沿って実施することを支給要件としてい 

ます。 

労使とは、事業主と労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労 

働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者のことです。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、事前に書面による協定を結ぶことが難し 

い場合は、 労働組合等との確約書等による代替が可能です。 

その他の要件 

 本助成金を受給する事業主は、その他、次の要件を満たしていることが必要です。 

①  雇用保険適用事業主であること。 

②  「受給に必要な書類」について、 

a  整備し、 

b  受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、 

c  保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。 

③   労働局等の実地調査を受け入れること 

不支給要件 

  本助成金を受給する事業主は、 次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。 

①  「雇用関係助成金支給共通要領」の暴力団関係者及び風俗営業等関係事業主等である。 

②  事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活動を行

った又は行う恐れがある団体等に属している。 

③  倒産している。 

④  雇用関係助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が事業主名

等を公表することに承諾していない。 

  ※次のアとイのいずれの場合も、緊急対応期間の特例として、本来の不支給措置期間に「緊急 

対応期間中に雇用調整助成金を受給した期間」を、緊急対応期間後（令和２年10月１日）か 

ら追加されることを承諾した場合は、本助成金を申請することができます。    

ア  過去に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は支給決定の取り 

消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から３年または５年の不 

支給措置期間を経過していない場合 

イ  他の事業主において 平成 31 年４月１日以降に申請した雇用関係助成金の不正受給に関

与した役員等が、申請事業主に所属している場合 

ただし、過去の不正受給について、返還すべき請求金が課されている事業主の場合には、支

給申請の日までに全て返還している場合に限ります（他の事業主の不正受給に関与した役員等
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が所属している場合も同じです）。 

支給対象となる期間と日数 

①  対象期間 

 本助成金は、１年の期間内に実施した休業について支給対象となりますが、この１年の期間を 

「対象期間」といいます。 

休業を行う場合は、本助成金を受給しようとする事業主が指定することができます（例えば、 

休業の初日から１年間や暦月（１日から月末まで）で12ヶ月分など）。 

② 判定基礎期間 

休業を行う場合、原則として対象期間内の実績を１ヶ月単位で判定し、それに基づいて支給が

なされます。この休業の実績を判定する１ヶ月単位の期間を「判定基礎期間」といいます。  

  「判定基礎期間」は原則として、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日 

までの期間です。ただし、毎月の賃金の締め切り日が特定されない場合などは暦月とします。  

③  支給対象期間 

本助成金は、通常は毎月の「判定基礎期間」ごとに支給申請をします。このとき支給申請する

判定基礎期間を「支給対象期間」といいます。複数の判定基礎期間の申請（複数月を同時に申請

すること）もできますが、その場合でも、休業の実績一覧表などは、毎月の判定基礎期間ごとに

作成・提出する必要があります。 

④   支給限度日数 

本助成金を受けることができる支給限度日数は、１年間で100日分、３年で150日分が上限で  

す。 

ただし、緊急対応期間（令和２年４月１日～令和３年９月30日）中に実施した休業は、この支

給限度日数には含めません。 

 支給対象となる休業 

  支給対象となる休業は、①の「対象労働者」に対して実施した②に該当する休業です。 

① 対象労働者 

  本助成金の「対象労働者」は、「支給の対象となる事業主」に雇用されている雇用保険被保険

者（次のⅰ、ⅱを除く）です。ただし、雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合「緊

急雇用安定助成金」の支給対象となります。 

 ⅰ 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方 

  （ただし、解雇予告された日や退職願を提出した日までは対象労働者となります。） 

 （解雇や退職の翌日から安定した職業に就職することが決定している方は対象になります。） 

 ⅱ 日雇労働被保険者 

 ※ 特定求職者雇用開発助成金等の支給対象となる方が、 雇用調整助成金の支給対象の場合は、 

いずれか一方の助成金しか受けることができません。 

② 休業 

本助成金の対象となる「休業」は次のア～カのすべてを満たす必要があります。 

  ア 労使間の協定による実施されるものであること 
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  イ 事業主が自ら指定した対象期間内（１年間）に行われるものであること 

  ウ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定 

労働延日数の１／40（大企業の場合は １／30）以上となるものであること（休業等規模要件） 

  エ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定（平均６割以上）に違反していな 

いものであること（注：休業手当の額は平均賃金の６割以上とする必要があります。） 

オ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること  

  カ 所定労働日の全日（丸１日）にわたる休業、または所定労働時間内に部署・部門や職種、役

職、担当、勤務体制、シフトなどにより行われる１時間以上の短時間休業、または事業所一斉

に行われる１時間以上の短時間休業であること。 

   ※緊急対応期間中は、次のような短時間休業も支給対象となります。 

 ⅰ 立地が独立した部門ごとの短時間休業（部署・部門ごとの休業） 

例）客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業 

 ⅱ 常時配置が必要な者を除いた短時間休業（職種・仕事の種類ごとの休業） 

例）ホテルの施設管理者等を除いた従業員の短時間休業 

ⅲ  同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業（勤務体制ごとの短時間休業） 

例）８時間３交替制を６時間４交代制にして２時間分を短時間休業 

※なお、ⅰ～ⅲ以外でも、これらの考え方と同じような短時間休業も支給対象となります。 

助成額と助成率 

平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率）× 下表の助成率 

（１人１日あたり上限額は下表参照） 

判定基礎期間の初日  令和４年 

３月 

  ～ 

令和４年 

９月 

令和４年 

10月 

～ 

令和４年 

11月 

令和４年 

12月 

～ 

令和５年 

１月 

令和５年 

２月 

～ 

令和５年 

３月 

 

中小企業 

（注２） 

 

原則的な措置 

【全国】 

 ４／５ 

（９／10） 

9,000円 

４／５ 

（９／10） 

8,355円 

２／３ 

 

8,355円 

業況特例／特に業

況が厳しい事業主

（注３）【全国】 

地域特例（注４） 

 ４／５ 

（10／10） 

15,000円 

４／５ 

（10／10） 

12,000円 

２／３ 

（９／10） 

9,000円 

― 

大企業 

 

原則的な措置 

【全国】 

 ２／３ 

（３／４） 

9,000円 

２／３ 

（３／４） 

8,355円 

１／２ 

8,355円 

業況特例／特に業

況が厳しい事業主

（注３）【全国】 

地域特例（注４） 

 ４／５ 

（10／10） 

15,000円 

４／５ 

（10／10） 

12,000円 

２／３ 

（９／10） 

9,000円 

― 

（注）１ 金額は１人１日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合 

     原則的な措置では、「令和３年１月８日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月
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末の労働者数平均の４／５以上か」で適用する助成率を判断。 

業況特例／特に業況が厳しい事業主・地域特例では、 

「令和３年１月８日以降の解雇等の有無」により適用する助成率を判断。 

   ２ 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。 

      ・小売業（飲食店を含む）: 資本金5,000万円以下 または従業員 50 人以下 

          ・サービス業: 資本金5,000万円以下 または従業員 100 人以下 

          ・卸売業: 資本金１億円以下 または従業員 100 人以下 

          ・その他の業種: 資本金３億円以下 または従業員 300 人以下 

       ３  売上高等の生産指標が最近３か月平均で前年同期、前々年同期または３年前同期に比べ30％以上減少し 

ている全国の事業主が該当します。（令和４年12月～令和５年１月は「特に業況が厳しい事業主」とい 

います。令和５年２月以降は廃止。）。 

       ４ 緊急事態宣言対象区域またはまん延防止等重点措置を実施すべき区域（職業安定局長が定める区域）の都 

道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します（令和４年12月以降は廃止）。 

【対象となる事業主】 

 以下を満たす飲食店や催物（イベント等）を開催する事業主等 

① 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域の都 

道府県知事による要請等を受けて、 

② 緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、 

③ 要請等の対象となる施設（要請等対象施設）の全てにおいて、 

④ 休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供（利用者による酒類の店内持ち込みを 

含む）又はカラオケ設備利用の自粛に協力する 

【対象となる休業等】 

 要請等対象施設における緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域の期間を含む判 

定基礎期間の休業等（短期間休業を含む） 

 支給申請に必要な書類（休業の場合） 

 以下のほか、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。また、小規模事業主 （従業 

員がおおむね20人以下）の方は、「小規模事業主向け 雇用調整助成金支給申請マニュアル」で申請 

に必要な書類をご確認ください。 

⑴ 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書〔様式特第４号〕 

【添付書類】生産指標の低下が確認できる書類 

    「売上」等がわかる既存書類の写しも可 

   （売上簿、営業収入簿、会計システムの帳簿、客数のデータ、客室等の稼働率、レジ 

の月次集計など（既存書類の写しで可）など） 

⑵ 支給要件確認申立書・役員等一覧〔様式特第６号〕 

※ 計画届に役員名簿を添付した場合、別紙の役員等一覧は不要 

⑶ 休業・教育訓練実績一覧表〔様式特第９号または12号；自動計算機能付き様式〕 

⑷ 助成額算定書〔様式特第８号または11号；自動計算機能付き様式〕 

⑸ （休業等）支給申請書〔様式特第７号または10号；自動計算機能付き様式〕 
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※ 所得税徴収高計算書を用いる場合は、当該計算書を添付 

⑹ 休業協定書 

【添付書類】（労働組合がある場合）組合員名簿 

（労働組合がない場合）労働者代表選任書※ 

   ※  休業・教育訓練実績一覧表に氏名等の記載があれば省略可 

※ 労働組合等との確約書等でも代替可 

⑺ 事業所の規模を確認する書類（事業所の従業員数や資本額がわかる書類） 

※ 既存の労働者名簿及び役員名簿で可。なお、中小企業の人数要件を満たす場合、資本額が 

わかる書類は不要 

⑻ 労働・休日の実績に関する書類（休業させた日や時間がわかる書類） 

※ 出勤簿、タイムカードの写しなど（手書きのシフト表などでも可）。必要に応じ、就業規 

 則または労働条件通知書の写しなど 

⑼ 休業手当・賃金の実績に関する書類（休業手当や賃金の額がわかる書類） 

※ 賃金台帳の写しなど（給与明細の写しなどでも可）。必要に応じ、給与規定または労働条件 

通知書の写しなど       

申請様式の確認 

雇用関係助成金については、制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っております。 

そのため、支給申請を行う場合は、その都度、厚生労働省ＨＰから最新様式のダウンロードをお願い 

します。 

旧様式で申請を行った場合、申請内容の確認のため審査にお時間をいただく場合がございます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html 

申請期限 

雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の最終日の翌日から２か月以内となっています。 

郵送で提出する場合は、郵送事故防止のため、必ず簡易書留など配達の記録が残る方法で、郵送し 

てください。その場合、申請期限までに到達していなければなりませんので、ご注意ください。 

申請方法 

 雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受 

け付けています。千葉県内の事業所の場合は、次のとおりとなります。 

 ①  窓口申請・郵政申請 

 千葉労働局職業安定部職業対策課及びハローワーク（連絡先；153ページ～154ページ）に提出

してください。郵送での申請も受け付けています。 

  【千葉労働局職業安定部職業対策課（雇用調整助成金相談窓口）】 

    千葉市中央区中央３－３－１ フジモト第一生命ビルディング５階 

    ０４３－２２１－４３９３（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

    （郵送の場合は、従来どおり） 

〒260-8612 千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第二地方合同庁舎４階 

 ② オンライン申請 

      事前に支給申請マニュアル等をご覧になり、申請書類及び添付書類の電子データをご用意いた 



 

- 81 - 

 

  だくと、申請が短時間に終了します。 

  ⅰ） 雇用調整助成金等オンライン受付システムに接続 

https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/ 

ⅱ） ログイン用のメールアドレスを登録 

・ メールアドレスがマイページのⅠＤとなります。 

・ 申請事業主ごと（社会保険労務士が申請代行する場合は当該社会保険労務士ごと）に１ 

つのアドレス＝ⅠＤとしていただくと便利です。 

  ⅲ） 登録いただいたメールアドレスに登録用ＵＲＬを送付します。当該ページへアクセスし、氏名、携

帯電話番号、パスワードなどの登録をお願いします。 

        ・ マイページ開設、ログインの際に手元に用意できる携帯電話にしてください。 

※メール受信制限をしている方は、system@kc.hellowork.mhlw.go.jp からのメール受信を許可して

ください。本システムからのメールを装った不審メールにご注意ください。 

  ⅳ） 携帯電話にＳＭＳで認証コード（ワンタイムパスワード）を送付しますので、当該コードを入力くだ

さい。これで登録完了となるので、一旦ログオフしてください。 

  Ⅴ） あらためて、雇用調整助成金等オンライン受付システムのページから、登録したメールアドレス、

登録したパスワード、ＳＭＳで受信した認証コードを入力して、申請用マイページにログインしてく

ださい。 

ⅵ） ログインすると一覧画面が表示されます。上段左側の「新規申請」ボタンをクリックすると、申請

情報入力画面が開くので、必要事項を入力してください。入力後「確認」ボタンをクリックし、申請

情報確認画面を確認してください。 

※途中で処理を中断したい場合は、申請情報入力画面の「保存」ボタンをクリックすると、その状

態が保存され、一覧画面上では「作業中（申請前）一覧」に表示されます。終了する時は、「ログ

オフ」ボタンをクリックして終了してください。 

  ⅶ） 雇用調整助成金の申請書類（様式（新型コロナウイルス感染症対策特例措置用））を事前入手さ

れていない場合は、いったん中断の上、下記ＵＲＬからダウンロードしてください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html 

    ⅸ） 申請情報確認画面の右上にあるクリップマーク欄の歯車をクリックし、申請書類及び添付書類

を添付してください（ドラッグ＆ドロップかファイル選択後に「確定」ボタンをクリック）。 

ファイル形式は、原則ＰＤＦ（または、画像ファイル(ＪＰＧ、ＰＮＧ)）として下さい。ＷｏｒｄおよびＥＸ 

ＣＥＬ（マクロなしに限る）でも可能ですが、労働局で開けないバージョンなどの場合は、追って差 

し替えなどを依頼します。ご協力をお願いします。 

※  添付書類の容量が大きすぎて一定以上の時間がかかった場合は、タイムアウトエラ

ーが発生します。その場合は、別途事業所所在地を管轄する労働局かハローワークへ

郵送にて申請をお願いします。 

なお、添付できる容量は１ファイル100MB、20ファイルまでとなります。 

Ⅹ） 申請書類及び添付書類の添付が終わったら、申請情報確認画面下段の「申請」ボタンをクリック

してください。これで、申請は終了です。申請が問題なく行われた場合は、自動で登録いただい
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たメールアドレスに受け付けた旨のメールが届きますので、ご確認ください。 

一覧画面では「申請中一覧」に表示されます。 

          なお、審査に当たって確認事項がある場合は、労働局またはハローワークから電話・メールにて

連絡させていただきます。書類に不足があるような場合は、一旦お戻しをさせていただきますの

で、ⅸ）の手順で添付書類の添付をお願いします。 

一覧画面では「差戻し一覧」に表示されます。 

  ⅺ） 審査終了後、支給決定通知書を申請事業主に郵送させていただきます。なお、通知発送から入

金までに４日程度要しますので、ご了承ください。 
 
 

  なお、支給要件の詳細や具体的な手続は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ 

pageL07.html 

 

● 緊急雇用安定助成金 

  厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事 

業主が、その雇用する労働者（雇用保険被保険者以外の方）を一時的に休業させた場合に、その休 

業に係る手当の一部を助成金として支給しています。 

 厚生労働省は、緊急雇用安定助成金に関する皆様の問い合わせに対応するため、コールセンター

を設置しています。 

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】 

   ０１２０－６０３－９９９（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２１:００（土日・祝日を含む）） 

【緊急雇用安定助成金の概要】 

 概要 緊急雇用安定助成金とは、１週間の所定労働時間が20時間未満である者など雇用保険被保険 

  者とならない方を対象として、失業の予防その他雇用の安定を図るため、一時的な休業（教育 

訓練、出向は除きます。）により労働者の雇用を維持した場合に、休業手当の一部を助成する 

ものです。 

 事業主 対象事業主は、雇用保険適用事業以外の次の事業主です。 

・ 労働者災害補償保険適用事業主 

・ 暫定任意適用事業主 (農政事務所等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」を申請 

の際に添付する、雇用保険適用事業主及び労働者災害補償保険適用事業主に該当しない事業 

主)  

※ 事業主が農業等個人事業所に係る証明申請書を農林水産省管轄の事務所（都道府県拠点 

等）に提出し、確認を受けることにより取得できます。 

 支給要件の詳細や具体的な手続は、雇用調整助成金とほぼ同一です。     
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● 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金（労働者を雇用する事業主の方向け） 

に関する相談窓口 

  厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、 

 その小学校等に通う子どもの世話が必要となった従業員の方（雇用保険に入っていないパート・ア 

ルバイトも含む。）に「賃金全額」の給与を支給する特別休暇（労働基準法の年次有給休暇を除く） 

を取得させた事業主に対し助成金を支給していました（令和５年３月31日をもって終了しまし 

た。）。 

 

● 企業間の出向あっせん窓口 

公益財団法人 産業雇用安定センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に

雇用過剰となっている企業から人手不足が生じている企業への異業種間の在籍型出向の支援につい

てもあっせんをおこなっています。 

   具体的には、各業界団体を通じて当センターの出向支援に関する情報を個々の企業に提供してい

ただくとともに、雇用過剰の企業（送出企業）と人手不足の企業（受入企業）の異業種における人

材ニーズに関する情報の収集に努めます。 

   その上で、送出企業と受入企業間の在籍型出向のマッチングを行います。 

 

 

 

 

 

● 産業雇用安定助成金（雇用維持支援コース）に関する相談窓口 

   厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により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に、出向元と出向先の双方の事業主 

に対して、出向中に要する経費の一部を助成します。 

 本助成金の対象となる出向は、労働者が元の事業所（以下「出向元事業所」といいます ）の従業 

員たる地位を保有しつつ、 他の事業主の事業所（以下「出向先事業所」といいます）において勤務 

するもの（いわゆる「在籍型出向」）であり、出向終了後に労働者が出向元事業所に復帰するもの 

をいいます。出向期間内に出向元事業所と出向先事業所の両方で勤務する部分出向も本助成金の対 

象となります。 

ただし、資本的、経済的、 紺織的関連性等からみて独立性を認められない事業主間の出向は、 

【公益財団法人 産業雇用安定センター千葉事務所】 

  〒260-0015 千葉市中央区富士見２－７－５ 富士見ハイネスビル４階 

０４３－２２５－４８５５（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

 厚生労働省では、皆様の方からの小学校等休業助成金・支援金に関する問合わせに対応する 

ため、コールセンターを設置しています。 

  【小学校等休業助成金・支援金コールセンター】 

０１２０ー８７６ー１８７（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２１:００（土日・祝日を含む）） 
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配置転換と変わらないことから 、 本助成金の支給対象となりません（注）。 

 （注）令和３年８月１日以降に新たに開始される出向に関する特例 

    独立性が認められない事業主間の出向(※１)も、一定の要件(※２)を満たせば助成対象となります。 

    (※１) 例えば子会社間（両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50％を超える場合）の出 

       向や代表取締役が同一人物である企業間の出向など 

         (※２) 新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために、 通常の配置転換の一環として行 

われる出向と区分して行われる出向が対象です。 

また、部分出向においては、 出向先事業所で勤務を行う日と同一日に出向元事業所においても勤 

 務を行うもの及び出向期間中の1か月ごとの出向先事業所で勤務する日数が出向元事業所において出 

向を行う前の原則1か月の所定労働日数の半分未満であるものは、 本助成金の対象となりません。 

 厚生労働省は、産業雇用安定助成金に関する皆様の問い合わせに対応するため、コールセンター

を設置しています。 

【雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター】 

   ０１２０－６０３－９９９（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２１:００（土日・祝日を含む）） 

  対象事業主 

①  新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働 

者の雇用維持を目的として出向により労働者（雇用保険被保険者）を送り出す事業主（出向元 

事業主） 

②  当該労働者を受け入れる事業主（出向先事業主） 

  支給要件 

  1   支給対象事業主 

   本助成金を受給する事業主のうち、出向元事業主は、次の(1)および(3)の要件を満たし、かつ 

(4) に該当していないことが必要であり、また、出向先事業主は次の(2)および(3)の要件の満たし、

かつ(4)に該当していないことが必要です。 

(1)  雇用調整の実施 

         本助成金は、「新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由」により、「事業活動の縮小」

を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協

定」に基づき出向を実施する出向元事業主が支給対象となります。具体的には、上記の下線部

についてそれぞれ次のア～ウを満たしていることが必要です。 

ア  「新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由」とは 

「新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由」とは、新型コロナウイルス感染症の影響

に伴う景気の変動および産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、競合する製品・サービス

（輸入を含む）の出現、消費者物価・外国為替その他の価格の変動等の経済事情の変化をいい

ます。そのため次に掲げる理由による事業活動の停止または縮小は本助成金の支給対象となり

ません。 
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       【支給対象とならない理由の例】 

ⅰ） 例年繰り返される季節的変動によるもの（自然現象に限らない） 

ⅱ） 事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの（被害状況の点検 

を行っている場合も含む） 

ⅲ） 法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって 

事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの（事業主が自主的に行うも 

のを含む） 

       新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由とは、具体的には、次のような理由で経営環 

   境が悪化していることをいいます。 

【支給対象となる理由の例】 

ⅰ） 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。 

ⅱ） 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。 

ⅲ） 行政からの営業自粛要請を受け休業したことにより、客数が減り売上が減少した。 など 

    イ 「事業活動の縮小」とは 

売上高または生産量などの事業活動を示す指標（生産指標）が一定以上減少していること 

を指します（生産量要件）。具体的には、次のaからcのいずれかに該当する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ウ 「労使間の協定」とは 

本助成金は、出向の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って出向を実施す 

ることを支給要件としています。労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場 

合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数を代表する者との間で書面により行う必 

要があります。（注：協定を締結した労働組合等の代表が、当該事業所における労働者の過半数を 

代表するものであるかは、組合員名簿または労働者代表選任書等で確認します。） 

(2)   解雇等や雇用量の減少がないこと 

本助成金を受給する出向先事業主は、次の要件を満たしていることが必要です。 

① 「解雇等がない」こと 

ａ  生産指標の最近１か月の値が、１年前の同じ１か月の値に比べ５％以上減少してい

ることです。 

ｂ  生産指標の最近１か月の値が、２年前の同じ月に比べ５％以上減少していることで 

す。 

ｃ  生産指標の最近１か月の値が、計画届を提出した月の１年前の同じ月から計画届を 

提出した月の前々月までの間の適当な１か月に比べ５％以上減少していることです。 

※１ 「最近」とは計画届の提出日の属する月の前月を指します。例えば、計画届の提 

出日の属する月が令和３年４月の場合、「最近１か月」とは令和３年３月を指しま 

す。 

※２  ａ～ｃのいずれの場合も、比較する月は１か月を通して雇用保険適用事業所であ 

り、かつ、１か月を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要がありま 

す。 
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出向期間の開始日の前日から起算して６か月前の日から支給申請を行う支給対象期の末 

日までの間において、当該出向労働者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都 

合により離職（※）させた事業主以外であること。 

（※）労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不 

可能となった事による解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものをいいます。 

②   「雇用量の減少がない」こと 

雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標（雇用 

指標）が一定以上減少していないことを指します（雇用量要件）。具体的には、次のａ又 

はｂのいずれかに該当する必要があります。ただし、ｂにより比較するのは雇用保険適用 

事業所設置後、１年未満の事業所に限ります。 

(3) その他の要件 

本助成金を受給する事業主は、その他次の要件を満たしていることが必要です。 

①   出向元事業所および出向先事業所が雇用保険適用事業所であること。 

②   出向元事業主と出向先事業主が資本的、経済的、組織的関連性等からみて、独立性が認 

められること。 

③ 「受給に必要な書類」（出向の対象となった労働者の、出勤及び雇用調整の状況、賃金等 

を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等）等）について、 

ａ 整備し、 

ｂ  受給のための手続に当たって労働局等に提出するとともに、 

ｃ 保管して労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出すること。 

④ 労働局等の実地調査を受け入れること 

⑤ 出向元事業所で、本助成金の支給対象となる期間に他の事業所の雇用保険被保険者を出 

向により受け入れ、他の事業所の事業主がその出向について本助成金、雇用調整助成金 

（出向）又は通年雇用助成金の支給を受けていない（受けようとしていないことを含む） 

こと 

⑥ 出向先事業所で、自己を出向元事業所とする出向を行い、出向元事業主として本助成金、 

ａ 雇用指標の最近３か月間の平均値が１年前の同じ３か月間に比べ、大企業の場合は５％を 

超えてかつ６人以上、中小企業の場合は10％を超えてかつ４人以上減少していないことで 

す。 

ｂ 雇用指標の最近１か月の値が、計画届を提出した月の１年前の同じ月から計画届を提出し 

た月の前々月までの間の適当な１か月に比べ大企業の場合は５％を超えてかつ６人以上、中 

小企業の場合は10％を超えてかつ４人以上減少していないことです。 

※１ 「最近」とは計画届の提出日の属する月の前月を指します。例えば、計画届の提出日の 

属する月が令和３年４月の場合、「最近３か月間」とは令和３年１月～３月を、また 

「最近１か月」とは令和３年３月を指します。 

※２ ａ、ｂいずれの場合も、比較する月は３か月間（ｂの場合は１か月）を通して雇用保 

険適用事業所であり、かつ、３か月間（ｂの場合は１か月）を通して雇用保険被保険者 

を雇用している月である必要があります。 
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雇用調整助成金（出向）又は通年雇用助成金の支給を受けていない（受けようとしていない 

ことを含む）こと 

(4) 不支給要件 

本助成金を受給する事業主は、次のいずれの場合にも該当していないことが必要です。 

①  平成31年３月31日以前に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は 

支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日又は支給決定取消日から３年を 

経過していない。 

②  平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給による不支給決定又は 

 支給決定の取り消しを受けたことがあり、当該不支給決定日または支給決定取消日から５年 

を経過していない。 

③  平成31年４月１日以降に申請した雇用関係助成金について不正受給に関与した役員等がい 

る。 

④  支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納 

 がある。 

⑤  支給申請日の前日から起算して過去１年において、労働関係法令違反により送検処分を受 

 けている。 

⑥  「雇用関係助成金支給共通要領」の暴力団関係者及び風俗営業等関係事業主等。 

⑦  事業主等または事業主等の役員等が、破壊活動防止法第４条に規定する暴力主義的破壊活 

 動を行ったまたは行う恐れがある団体等に属している。 

⑧ 倒産している。 

⑨ 産業雇用安定助成金について不正受給を理由に支給決定を取り消された場合、労働局が 

 事業主名等を公表することに承諾していない。 

⑩  役員等の氏名、役職、性別及び生年月日が記載されている別紙「役員等一覧」又は同内容 

 の記載がある書類を添付していない。 

⑪ 「雇用関係助成金支給要領」に従うことに承諾していない。 

２  支給対象となる期間と日数等 

本助成金は、要件を満たす出向について、次によって定められた期間と日数について受給でき 

ます。 

(1)  出向期間及び対象期間 

本助成金は、出向元事業主が、雇用する雇用保険被保険者（※）に対して１か月以上２年以 

内の期間で実施した出向について支給対象となります。 

※  本助成金の「対象労働者」は、助成金を受けようとする出向元事業主に雇用され、本助成

金の出向の対象となりうる雇用保険被保険者です。ただし、次の①～③を除きます。 

① 出向計画期間の初回の出向した日の前日時点において、出向元事業主に引き続き被保険 

者として雇用された期間が６か月未満である方 

② 解雇を予告されている方、退職願を提出した方、事業主による退職勧奨に応じた方（離 

職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除きます）（注：それらの事実が 
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生じた日までの間は対象労働者として扱います） 

③ 日雇労働被保険者 

 (2)  助成率・助成額 

        ① 出向運営経費 

出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調 

整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。 

区分 中小企業 中小企業以外 

出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 ９／10 ３／４ 

出向元が労働者の解雇などを行っている場合 ４／５ ２／３ 

独立性が認められない事業主間で行う出向の場合（注） ２／３ １／２ 

上限額（出向元・先の計） 12,000円／日 

     （注）独立性が認められない事業主間で行う出向の場合は、労働者の解雇などを行っていな 

い場合の助成率は適用しない。 

② 出向初期経費 

就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、 

出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成立に要する措置 

を行った場合に助成します。助成額は、同一事業主において出向労働者１人につき１度限り 

となります。  

 出向元 出向元 ※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性

指標要件が一定程度悪化した企業である場合、

出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる

場合について、助成額の加算を行います。 

助成額 各10万円／1人当たり（定額） 

加算額 各５万円／1人当たり（定額） 

 (3)  助成対象となる経費  

ア 出向開始日が令和３年１月１日以降の場合 

出向開始日以降の出向運営経費および１月１日以降の出向初期経費が助成対象となりま 

す。 

イ 出向開始日が令和３年１月１日より前の場合 

１月１日以降の出向運営経費のみ助成対象となります。 

申請期限 

産業雇用安定助成金の申請期限は、「支給対象期」の末日の翌日から２か月以内となっています。 

申請方法 

① 千葉労働局職業安定部職業対策課及びハローワーク（連絡先；153ページ～154ページ）に提出し 

 てください。郵送での申請も受け付けています。 

 【千葉労働局職業安定部職業対策課（産業雇用安定助成金相談窓口）】 

千葉市中央区中央３－３－１ フジモト第一生命ビルディング３階 

０４３－２２１－４３９３（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

（郵送の場合は、従来どおり） 
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〒260-8612 千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第二地方合同庁舎４階 

 ② オンライン申請 

      事前に支給申請マニュアル等をご覧になり、申請書類及び添付書類の電子データをご用意いた 

  だくと、申請が短時間に終了します。なお、支給申請マニュアル及び申請方法等は、雇用調整助 

成金（特例措置）と同一ですので、172ページ～173ページをご覧ください。 

支給申請に必要な書類 

１ 計画届等の提出 

本助成金の支給を受けるためには、出向元事業主が出向先事業主の作成した書類を含めて支給の

対象となる出向の内容を事前（出向を開始する前日まで（可能であれば２週間前までを目途））に

千葉労働局またはハローワークへ届け出ることが必要となります。事前に計画届等の提出のない出

向については、本助成金の支給対象となりません。 

計画届等に必要な書類は、次のとおりです。次の書類以外にも、千葉労働局長が求める書類を提 

  出いただく場合があります。 

① 様式第１号 出向実施計画（変更）届（出向元事業主）（別紙１、別紙２） 

② 様式第２号  出向実施計画（変更）届（出向先事業主）（別紙） 

③ 様式第３号  出向元事業所の事業活動の状況に関する申出書 

④ 様式第４号  出向先事業所の雇用指標の状況に関する申出書 

⑤ 様式第５号 出向に係る本人同意書 

⑥ 計画届（変更届）に必要な書類（主要なものの例示） 

  ａ 出向協定書 

  ｂ 事業所の状況に関する書類 

   ⅰ）生産指標の確認のための書類（出向元事業主のみ） 

     「月次損益計算書」「総勘定元帳」「生産月報」などの書類 

   ⅱ）受け入れている派遣労働者の人数の確認のための書類（派遣労働者を受け入れている場 

合）（出向先事業主のみ） 

  「派遣先管理台帳」 

   ⅲ）所定の労働日・労働時間・休日や賃金制度の確認のための書類 

     「就業規則」「給与規定」などの書類 

   ⅳ）事業所の概況と中小企業に該当しているか否かの確認のための書類 

     「会社案内パンフレット」「登記事項証明書」「法人税確定申告書」などの書類、「労 

     働者名簿」「会社組織図」などの書類 

   ⅴ）出向先事業主の確認のための書類（出向元事業主のみ） 

     「会社案内パンフレット」、「登記事項証明書」、「定款」、「株主名簿」などの書類 

  Ｃ 出向契約に関する書類 

   ⅰ）出向の実施について出向元事業主と出向先事業主との間で締結した出向契約書 

   ⅱ）出向先事業所の確認のための書類 

     出向先事業主の「会社案内パンフレット」「登記事項証明書」「定款」「株主名簿」な 
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     どの書類 

また、計画届等に変更がある場合は、変更届を出向の内容の変更が発生する日の前日までに千葉

労働局またはハローワークに提出することが必要です。出向労働者の変更・出向労働者数の増加、

出向実施予定期間の延長、賃金類型および支給申請頻度以外の点について変更が生じた場合は変更

届の提出を省略できます。 

２ 支給申請の手続き 

  支給申請は、出向元事業主が出向先事業所ごとに、１か月ごと～６か月ごとから選択することが

できます（選択した支給申請の単位となる期間を「支給期」といいます。）。なお、途中で変更す

る場合には、別途変更の手続きが必要となります。 

支給申請の期日は、「支給対象期」の末日の翌日から２か月以内です。なお、申請の期日の末日 

が行政機関の休日である場合は、その翌開庁日が期日となります。 

出向初期経費については、原則 その出向労働者にとって初めての支給申請の際に支給申請してく

ださい。   

  支給申請に必要な書類は次のとおりです（毎回提出する書類と該当する場合に提出する書類があ

ります。）。本助成金を受給しようとする事業主は、これらの書類を整備・保管し、支給申請に当

たっては、出向元事業主が出向先事業主の作成する書類を合わせて労働局またはハローワークに提

出するとともに、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じて速やかに提出することが必要

となります。 

 ① 様式第６号(1)  産業雇用安定助成金支給申請書 

 ② 様式第６号別紙 出向初期経費報告書（共通） 

③ 様式第６号(2)  出向元事業所賃金補填額・負担額調書 （注） 

④ 様式第６号(3)  出向先事業所賃金補填額・負担額調書 （注） 

 （注） 出向元事業主と出向先事業主の間の賃金の負担関係の７類型に応じて別々の様式の組み 

合わせとなります。 

⑤ 様式第６号(4)  支給対象者別支給額算定調書（共通）  

⑥ 様式第６号(5)  支給要件確認申立書（産業雇用安定助成金） 

  ※出向元事業主、出向先事業主がそれぞれ作成してください。 

⑦ 様式第７号(1)  雇用維持事業主申告書 

⑧ 様式第７号(2)  労働者派遣契約に係る契約期間遵守証明書 · 

⑨ 支払方法・受取人住所届 

 ⑩ 出向の実績に関する書類（主要なものの例示） 

  ａ 出向の事実、出向の時期、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係及び雇用保険被保険 

者資格の確認のための書類 

出向先事業所での勤務状況、出向労働者の人数、出向の形態と雇用関係が確認できる、出 

向元事業所及び出向先事業所の「労働者名簿」「出勤簿」「タイムカード」「出向労働者台 

帳」などの書類 

  ｂ 出向労働者の賃金の支払い状況等の確認のための書類 
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ⅰ）出向元事業主または出向先事業主が出向労働者の賃金の全部または一部を負担している 

ことが確認できる書類 

    ア 出向労働者の賃金を出向元事業主が支払っている場合 

      出向元事業所の「賃金台帳」などの書類 

    イ 出向労働者の賃金を出向先事業主が支払っている場合  

出向先事業所の「賃金台帳」などの書類 

    ウ 出向労働者の賃金について出向元事業主と出向先事業主の間で補助している場合 

      「賃金補助額を証明する書類」（その額が証明されるものであれば書類の種類・名称 

・様式は問わない。出向元事業主・出向先事業主のいずれが作成したものでもよい。 

ただし月ごとの額が確認できるもの） 

   ⅱ）支給対象期の賃金額が出向前の賃金額に相当することを確認できる書類  

    ・ 各出向労働者に係る、出向開始日前１週間の総所定労働時間数・総所定労働日数を確 

認できる出向元事業所の「就業規則」などの書類 

    ・ 各出向労働者に係る、出向開始日前日現在の労働日に通常支払われる１時間当たりの 

賃金の額を確認できる（所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所 

定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている）、出向元事業所の「賃金台 

帳」などの書類 

    ・ 各出向労働者に係る、支給対象期末日以前１週間の総所定労働時間数・総所定労働日 

数を確認できる出向先事業所または出向先事業所の「就業規則」などの書類 

    ・ 各出向労働者に係る、支給対象期末日現在の労働日に通常支払われる１時間当たりの 

賃金の額を確認できる（所定労働日・所定労働時間に対して支払われた基本賃金と、所 

定外労働等に対する賃金や諸手当が明確に区分されている）、出向元事業所または出向 

先事業所の「賃金台帳」などの書類 

   ⅲ）賃金以外の出向運営経費を確認できる書類 

    ア Ｏｆｆ－ＪＴ（通常の仕事を一時的に離れて行う教育訓練）以外の場合 

 日ごとの出向運営経費の対象となる措置が確認できる書類（任意様式）および経費の 

支払いを確認できる領収書（写し）等の書類 

    イ Ｏｆｆ－ＪＴを事業所内訓練で実施した場合 

      事業所内訓練でのOff-JTの実施に要した経費等を確認するための次の書類 

      ・ 外部講師（社外の者に限る。）の謝金・手当（所得税控除前の金額）を支払った 

ことを確認するための書類（講師の略歴書等および領収書または振込通知書（写）。 

なお、領収書または振込通知書で具体的な内訳が確認できないときは請求内訳書） 

      ・ 施設・設備の借上費を支払ったことを確認するための書類（領収書（写）（施設 

・設備借上費のわかるもの）または振込通知書（写）。なお、領収書又は振込通知 

書で具体的な内訳が確認できないときは請求内訳書） 

      ・ 学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入または作成費を支 

払ったことを確認するための書類（領収書（品名、単価、数量を明記したもの）ま 
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たは振込通知書（写）。なお、領収書又は振込通知書で具体的な内訳が確認できな 

いときは請求内訳書） 

・ 訓練のカリキュラム及び実施日時、実施場所および実施日時ごとの受講者を確認す 

るための書類（訓練の受講者名簿（訓練の実施日時および受講者の氏名、所属の事業 

所名が明記されたもの）） 

             ・ 自宅などで行う学習形態等の片方向受講の訓練については、カリキュラムおよび習 

熟度が把握できるレポート 

          ウ Off-JTを事業外訓練で実施した場合 

        事業所外訓練でのOff-JTの実施に要した経費等を確認するための次の書類 

・  様式第８号 産業雇用安定助成金支給申請合意書（訓練実施者） 

・ 事業所外訓練でのOff-JTの実施に要した経費等を確認するための次の書類 

受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代等を支払ったことを確認するた 

めの書類（領収書または振込通知書（写）および受講料の案内（一般的に配布されて 

いるもの）。なお、領収書もしくは振込通知書の金額が講習案内等と異なるときまた 

は領収書もしくは振込通知書で内訳が確認できないときは請求内訳書） 

  ・ 訓練のカリキュラムおよび実施日時、実施場所および実施日時ごとの受講者を確認 

するための書類（訓練の受講者名簿（訓練の実施日時および受講者の氏名、所属の事 

業所名が明記されたもの）） 

     ・ 自宅などで行う学習形態等の片方向受講の訓練については、カリキュラムおよび習 

熟度が把握できるレポート 

 

なお、支給要件の詳細や具体的な手続（様式の入手を含む。）は、厚生労働省ホームページ 

をご覧ください。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html 

 

● 労災保険給付の相談窓口 

 業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。 

請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください（労働基準監督

署の連絡先・管轄区域は、66ページ）。 

①  患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が

新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、

原則として労災保険給付の対象となります。 

②  医療従事者や介護従事者以外の労働者については、新型コロナウイルス感染症についても、

他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、ⅰ）業務との関連性（業務起因性）

が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。ⅱ）感染経路が判明し、感染が業務

によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。ⅲ）感染経路が判明しな

い場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象
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となるか否かを判断することとなります。   

 

● 労働保険料及び石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付が困難となった場合の相談窓口 

千葉労働局では、新型コロナウイルス感染症の影響により、納期限内に労働保険料等を納付する

ことが困難となった場合の相談に応じています。申請により一定期間その納付の猶予を受けること

ができます。 

 【千葉労働局労働保険徴収課】 

   〒260-8612 千葉市中央区中央４-11-１ 千葉第二地方合同庁舎２階 

０４３－２２１－４３１７（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

詳しくは、厚生労働省ホームページ（労働保険料等を納付することが困難となった場合）をご覧

ください。 

         https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html 

 

● 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業 

  内閣府では、配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しな

いと働き続けられない場合の利用料金を補助しています。なお、トラブル・犯罪防止のため、全国

保育サービス協会に「割引券等取扱事業者」として認定されたベビーシッター派遣サービスのみが

対象となります。 

  なお、コロナウィルス関連の「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」特例措置は、令和３

年度をもって終了しています。 

 

問い合わせ先 

【公益社団法人 全国保育サービス協会】 

    ０３－５３６３－７４５５ 

    （受付時間 平日 ９：００～１７：００）  

ＦＡＸ ０３－５３６３－７４５６ 

メールアドレス waribiki@acsa.jp  

  

【企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の概要】 

  対象事業主 厚生年金保険法被保険者を使用する事業主、私立学校教職員共済法加入者を使用す

る学校法人等、地方公務員等共済組合法第144条の３第１項に規定する団体、国家公務

員共済組合連合会（以下、総称して「会社」という。） 

  対象者 下の①～②すべてに当てはまる方が対象になります。 

①  会社に勤めている。 

②  配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しな

いと働き続けられない。 

  内容  小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券(2,200円/枚)が支給さ     
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れます。「登園自粛要請」は、対象外となります。 

・１日（回）対象児童１人につき2枚の上限枚数：２枚/人 

     ・１ヶ月の上限枚数（児童１人）：24枚/家庭 

・年間の上限枚数：280枚/家庭 

手続き  会社は、公益社団法人全国保育サービス協会に利用承認を求め、利用承認を得て、割引

券の交付を受けます。 

対象者は、勤めている会社の福利厚生等の担当者に対して、必要な枚数を申し込みます。

会社から割引券を受け取ります。ご自身でベビーシッター事業者(全国保育サービス協会

から認定を受けているものに限ります。)に利用申し込みを行います。１回の利用料金が

「割引券の使用枚数×2,200円以上」のサービスを対象とします。 

 サービス終了時に、必要事項を記入した割引券の本券をシッターさんに手渡し,割引券

の半券を勤めている会社に返却します。 

       また、令和４年度の本事業について、割引券の使用に関する事業主の承認、割引券の発

行に時間を要することから、令和４年４月14日までに承認申請をし、令和４年５月10日ま

でに割引券利用手数料を振り込んだ企業にお勤めの利用者については、令和４年４月１日

から５月10日までの間、割引券の交付前に、割引券を使用せずに割引券の対象となるサー

ビスを利用した場合には、一旦、利用料を全額支払ってください。割引券の交付後、当該

割引券を割引券等取扱事業者に提出することにより割引金額に相当する額の返還を受ける

ことができます。返還を受けるためには、利用日時と金額が確認できる領収書等が必要に

なるので、必ず保管しておいてください。 

割引券の発行手続き 

   割引券の発行には割引券利用手数料が必要です。手数料は割引券１枚につき中小事業主（労働

者数が1,000人未満の事業主）は割引額の３パ－セント、それ以外の事業主は割引額の８パ－セン

トです。 

  郵送等による書類の送付先 

   公益社団法人 全国保育サービス協会 

     〒160-0007 東京都新宿区荒木町５-４ クサフカビル２階 

        ０３－５３６３－７４５５ ＦＡＸ ０３－５３６３－７４５６ 

メールアドレス waribiki@acsa.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 95 - 

 

● 外国人の在留資格取扱い 

  新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、外国人の在留資格の取扱いを変更しています。  

外国人の在留資格取扱いに関する相談窓口は、以下のとおりです。 

【外国人在留総合インフォメーションセンター（東京出入国在留管理局）】 

 ０５７０－０１３９０４（ナビダイヤル）  

（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５ (祝日を除く)) 

【東京出入国在留管理局】 

０５７０-０３４２５９（ナビダイヤル） 

＜ＩＰ電話・海外から ０３－５７９６－７２３４＞ 

ＦＡＸ  ０３－５７９６－７１２５ 

（受付時間 平日 ９:００～１６:００ (祝日を除く)) 

  

〇 「在留資格認定証明書」※の有効期間延長 

日本に入国することができない場合、「在留資格認定証明書」の有効期間について、下記のと

おり、認定証明書の有効期間の更なる延長措置を講じることとしており、「有効とみなす期間」

中、ビザや上陸の申請に使うことができます。 

有効とみなす期間 

・ 作成日が2020年１月１日～2022年４月３０日 

→ 2022年１０月３１日まで 

・ 作成日が2022年５月１日～2022年７月３１日 

→ 作成日から「６か月間」有効 

※ 在留資格認定証明書は、外国人が日本で行おうとする活動（就労など）について、地方出 

入国在留管理局が事前に審査し、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。 

証明書の提示により、ビザの審査は迅速に行われます。 

※  なお、前回の申請内容から変更がなく、2023年１月31日までに認定証明書交付申請をする

場合は、原則として、①交付済みの認定証明書（原本又は写し）及び②受入機関等が作成し

た理由書を提出すれば、速やかに新たな認定証明書を交付することとします。 

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。 

   https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf 

（在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて） 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf 

 （①再入国出国中に在留期限を経過した方、②在留資格認定証明書の有効期限が経 

  過した方の在留資格認定証明書交付申請） 

在留期限別と許可内容 

 〈①在留期限が令和４年６月29日までの方〉 

以下のとおり在留期間の更新を許可します。 

ａ）「特定活動（６か月）」等で在留している方：「特定活動（４か月）」 
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ｂ）「短期滞在（９０日）」で在留している方 ：「短期滞在（９０日）」 

（注１）現在許可されている範囲において引き続き就労できます。 

（注２）次回更新時には「特定活動（４か月）」又は「短期滞在（９０日）」を「今回限り」として 

許可します。 

〈②在留期限が令和４年６月30日以降の方〉 

「今回限り」として、以下のとおり在留期間の更新を許可します。 

ａ）「特定活動（６か月）」等で在留している方：「特定活動（４か月）」 

ｂ）「短期滞在（９０日）」で在留している方 ：「短期滞在（９０日）」 

（注１）現在許可されている範囲において引き続き就労できます。 

（注２）帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備を 

   進めてください。 

（注３）上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。 

〈③新たに帰国困難を理由として在留を希望する方〉 

令和４年１１月１日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記②の 

「今回限り」の措置を認めます。 

（注）「特定活動（雇用維持支援）」については最大１年（※「今回限り」）を許可します。  

 

〇 技能実習生の在留諸申請の新たな取扱い 

 １ 本国への帰国が困難な方 

① 帰国困難の「特定活動（６か月・就労可又は就労不可）」を付与されていた方で現に有す 

 る在留期限が令和４年６月30日以降の方 

ａ）特定活動で在留している方→「特定活動（４か月）」の更新許可 

ｂ）短期滞在で在留している方→「短期滞在（９０日）」の更新許可 

（注１）現在許可されている範囲において引き続き就労できます。 

（注２）帰国困難を理由とする在留許可は今回限りとなります。今回許可された期間内に帰国準備 

   を進めてください。 

（注３）上記の許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。 

② 新たに帰国困難を理由として在留を希望する方 

   令和４年11月１日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、上記①の 

「今回限り」の措置を認めます。 

２ 技能検定等の受検ができないために次段階の技能実習へ移行できない方 

『「特定活動（４か月・就労可）」へ在留資格変更が可能』という取り扱いに変更はありま 

せん。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響にかかわらず、自己の責めに帰すべき事情によらず技能検定等 

の受検が困難な方は引き続き対象となりますので、最寄りの入管官署へご相談ください。 

３ 実習先の経営悪化等により技能実習の継続が困難又は帰国が困難となり特定技能への移行を

希望する方 
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 ① 元技能実習生で「特定活動（最大１年）」を付与されていた方で現に有する在留資格が令 

和４年６月30日以降の方 

⇒ 「特定活動（４か月・就労可）」の更新許可（今回限り） 

② 新たに技能実習の継続が困難又は帰国困難を理由として在留を希望する方 

   令和４年11月１日までに現に有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、「特定活 

動（最大１年）」への在留資格変更許可（今回限り） 

４ 「特定技能１号」への移行のための準備がまだ整っていない方 

『「特定活動（４か月・就労可）」への在留資格変更が可能』（「技能実習３号」を修了さ

れる方も対象）という取り扱いに変更はありません。 

    ※ 新型コロナウイルス感染症の影響にかかわらず、「特定技能」への移行の準備が整っていない方 

は引き続き対象となります（https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html）。 

 

詳しくは、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。 

  https://www.moj.go.jp/isa/content/930005054.pdf 

 

※  留学生関係の相談窓口については、149ぺージ～151ページをご覧ください。 

 

なお、東京出入国在留管理局では、日本に在留する外国人や外国人を雇用したい企業関係者等

向けの予約制による個別相談窓口を設置しました。相談の内容に応じて、外国人在留支援センタ

ーの他の入居機関（東京法務局人権擁護部、法テラス、東京労働局外国人特別相談・支援室、東

京外国人雇用サービスセンター、外務省ビザ・インフォメーション、日本貿易振興機構）も同席

して、相談に応じます。 

＜対応言語 やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシ

ア語、フィリピノ語、タイ語、ポルトガル語、スペイン語＞ 

 

● 外国人雇用管理アドバイザー 

外国人雇用管理アドバイザーは、外国人労働者の雇用管理に関する事業主のみなさまからの、在 

 留管理制度などの外国人労働者の受け入れに関する基本ルール等のご相談や、雇用管理に関するご 

相談に応じております。千葉労働局では、外国人雇用管理アドバイザーを委嘱し、ハローワーク千 

葉及びハローワーク千葉駅前プラザに月各４日間、ハローワーク松戸に月８日間配置しています。 

外国人雇用管理アドバイザーへのご相談は予約制（電話相談は除く）となっておりますので、郵 

【東京出入国在留管理局 在留相談】 

〒160-0004 東京都新宿区四谷１-６-１ 四谷タワー14階  外国人在留支援センター内 

   （対応時間 平日 ９:００～１７:００ (祝日を除く)) 

（予約専用電話・メールアドレス 日本語・英語対応） 

   ０３-５３６３-３０２５ 

       info-fresc@i.moj.go.jp 

 

mailto:info-fresc@i.moj.go.jp
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 送もしくはＦＡＸにて、「外国人雇用管理アドバイザー予約申込書」により相談希望の前日までに 

お申し込みください。 

 

相談場所 相談日 相談時間 所在地・電話番号等 

ハローワーク千葉 

職業第２部門 

外国人サービスコーナー 

毎木曜日 １０:００ 

～１６:００ 

〒261-0001 

 千葉市美浜区幸町１-１-３ 

０４３－２４２－１１８１（４２＃） 

ＦＡＸ ０４３－２０４－６１８８ 

ハローワーク千葉 

駅前プラザ 

 

毎金曜日 １０:３０ 

～１６:３０ 

〒260-0028 

 千葉市中央区新町3-13  

千葉ＴＮビル１階 

０４３－３０７－４８８８ 

ＦＡＸ ０４３－２３８－６７９４ 

ハローワーク松戸 

 

毎火曜日

・木曜日 

１０:００ 

～１６:００ 

〒271-0092 

 松戸市松戸1307-1  

松戸ビル３階 

０４７－３６７－８６０９（４８＃） 

ＦＡＸ ０４７－３６７－８６９４ 

詳しくは、千葉労働局ホームページをご覧ください。 

外国人雇用管理アドバイザー 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/000841088.pdf 

外国人雇用管理アドバイザー出勤予定表（令和５年４月～６月） 

https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/001417497.pdf 

 

〈事業者の方（委託を受けて個人で仕事をする方）向け〉 

● 緊急雇用安定助成金については、〈労働者の方（労働者を雇用する事業主）向け〉（174ページ）

をご覧ください。 

 

● 小学校休業等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け）に関する相談窓口 

  厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、 

子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者の方に対して  

支援金を支給していました（令和５年３月31日事業終了）。 

 厚生労働省は、小学校休業等対応支援金に関する皆様の問い合わせに対応するため、コール

センターを設置しています。 

【小学校等休業助成金・支援金コールセンター】 

   ０１２０ー８７６ー１８７（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２１:００（土日・祝日を含む）） 
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 なお、支給要件の詳細や具体的な手続は、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html 

 

 

 

 

● 令和元年の申告については、新型コロナウイルス感染症の影響により相談ができなかった旨を申

し出られた場合は、期限内の申告と同様に取扱いさせていただきます。 

 

● 令和元年分の還付申告については、令和６年12月31日まで申告することが可能です。 

 

● 令和３年分所得税の確定申告については、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、

新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要

な書類等の作成が遅れ、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理

由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その

承認を受けることにより、その理由がやんだ日から２か月以内の範囲で個別指定による期限延長が

認められることになります。 

やむを得ない理由があると認められるときは、期限後でも申請できますので、申請方法等につい 

ては、所轄の税務署（徴収担当）にご相談ください。 

なお、申告や相談に当たっては、ご自宅等からも e-Tax や電話相談・チャットボットをご利用い

ただけますので、感染症対策の観点からもぜひご利用ください。 

  申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日となります。そのため、申告・納付が可

能となった時点で提出してください。 

※ 申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付 

印により表示された日が提出日とみなされます（国税通則法第22条）ので、納付をする場合は納付期限に 

ご注意ください。 

国税庁ホームページ 

     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-1 

 

● 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取

扱いについて寄せられた質問等を国税庁ホームページにＦＡＱとして取りまとめられていますので、

参考としてください。 

   国税庁ホームページ（ＦＡＱは令和４年４月18日現在の法令等に基づいて作成されています。） 

     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm 

   

● 融資の申込・助成金申請等に必要な納税証明書の取得のために来署される方が増えており、発行

までにお時間をいただく場合があります。納税証明書の請求は、来署いただかなくても、インター

９ 国税の猶予制度等 
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ネットや郵送ですることができます。 

  助成金申請の場合、提出する確定申告書の控えは、必ず税務署収受印が押されている必要とされ

ていますが、納税証明書（その２）を提出することで、代用が可能な場合があります。助成金の各

コールセンターにご確認の上、納税証明書の請求をお願いします。 

指定された日 に税務署窓口で証明書を受け取る ことができ、待ち時間が短縮できます。 

電子証明書をお持ちの方は、インターネット請求して郵送で受け取る方法や電子納税証明書（電

子ファイル形式）で受け取る方法も可能です。 

   詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。 

     https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-098.pdf 

   納税証明書の交付請求手続については、次の国税庁ホームページもご覧ください。 

     https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm 

 

● 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収⼊に相当の減少があった⽅は、１年間、国税

（所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税など）の納付を猶予することができます。また、青色

欠損金の繰戻し還付の特例（資本金が１億円以上10億円以下の法人が対象）、消費税の課税選択の

変更に係る特例、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う金

銭の特特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税などが適用となっていました。その取扱いは、申

請期限である令和３年２月１日をもって終了いたしました。ただし、令和３年２月１日までに納期

限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理

由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、所轄の税

務署（徴収担当）にご相談ください。 

【徴収猶予の特例制度の概要】 

 対象となる方 

以下①②のいずれも満たす（個⼈法⼈の別、規模は問わず）が対象となります。 

①  新型コロナウイルスの影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）におい

て、事業等に係る収入（注）が前年同期に比べて概ね20％以上減少していること。 

（注）収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得な

どの一時的な収入は含まれません。 

②  一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。 

（注）「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こ

う半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に

対応します。 

対象となる国税 

令和２年２月１日から同３年２月１日までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほ 

ぼすべての税目（印紙で納めるもの等を除く）が対象になります。 

   猶予期間 

  納期限から最長１年間 延滞金は全額免除、担保は不要となります。 
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申請 

「納税の猶予申請書」のほか、収⼊や現預金の状況が分かる資料を所轄の税務署（徴収担当）に

提出していただきますが、提出が難しい場合は後日、口頭によりおうかがいします。納期限まで

に申請が必要です。 

 (注) 最近（２か月程度）において、地方税や社会保険料などの納税の猶予の特例を受けた場合は、

その猶予申請書及び許可通知書の写しを添付していただくと、収支状況の記載や資料の添付を

省略でき、審査もスムーズに進みます。また、今後、地方税等の猶予申請をされる予定のある

方は、提出していただく国税の納税の猶予申請書の写しを保管しておくことをおすすめします。 

 

    新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ（国税庁ホームページ） 

    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 
   

【東京国税局猶予相談センター】 

 ０１２０－９４８－２７１（フリーダイヤル） 

（受付時間 平日 ８：３０～１７：００） 

      東京国税局猶予相談センターでは、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納

付することが困難な方からの、猶予制度に関する質問や相談を専門にお受けしています。なお、

猶予申請書等の提出は受け付けておりません。 

 【千葉県内の税務署】 

※ 税務署の電話は大変混雑しますので、猶予制度等に関する制度説明等の一般的なご相談は、

上記「東京国税局猶予相談センター」をご利用ください。 

   税務署の窓口混雑を防止するため、猶予申請書等の提出は、なるべくｅ-Taxによる電子申請

や郵送による提出をお願いします。 
 

名称 所在地、電話番号 管轄区域 

市川税務署 

〒272-8573 

市川市北方１-11-10 

047-335-4101 

市川市、浦安市 

柏税務署 

〒277-8522 

柏市あけぼの２-１-30 

04-7146-2321 

野田市、柏市、我孫子市 

木更津税務署 

〒292-8550 

木更津市富士見２-７-18 

0438-23-6161 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

佐原税務署 

〒287-8555   

香取市北１-４-１ 

0478-54-1331 

香取市、神崎町、多古町、東庄町 

館山税務署 〒294-8503 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 
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館山市北条1164 

0470-22-0101 

千葉西税務署 

〒262-8502 

千葉市花見川区武石町１-520 

043-274-2111 

千葉市〔花見川区の一部（千葉東税務署管内の地

域を除く）、稲毛区（小深町、山王町、長沼町、

長沼原町、六方町）、美浜区の一部（千葉東税務

署管轄内の地域を除く）〕、習志野市、八千代市 

千葉東税務署 

〒260-8577 

千葉市中央区祐光１-１-１ 

043-225-6811 

千葉市〔中央区の一部（千葉南税務署管轄内の地

域を除く）、花見川区（西小中台、宮野木台１～

４丁目）、稲毛区の一部（千葉西税務署管轄内の

地域を除く）、若葉区、美浜区（稲毛海岸１～５

丁目、幸町１・２丁目、新港、高洲１～４丁目、

高浜１～７丁目）〕 

千葉南税務署 

〒260-8688  

千葉市中央区蘇我５-９-1 

043-261-5571 

千葉市〔中央区（赤井町、今井１～３丁目、今井

町、鵜の森町、大森町、生実町、川崎町、川戸

町、塩田町、白旗１～３丁目、蘇我１～５丁目、

蘇我町２丁目、大厳寺町、新浜町、仁戸名町、花

輪町、浜野町、星久喜町、松ケ丘町、南生実町、

南町１～３丁目、宮崎１・２丁目、宮崎町、村田

町、若草１丁目）、緑区〕、市原市 

銚子税務署 

〒288-8666 

銚子市栄町２-１-１ 

0479-22-1571 

銚子市、旭市、匝瑳市、 

東金税務署 

〒283-8585 

東金市東新宿１-１-12 

0475-52-3121 

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山

町、横芝光町 

成田税務署 

〒286-8501  

成田市加良部１-15 

0476-28-5151 

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白

井市、富里市、酒々井町、栄町 

船橋税務署 

〒273-8574  

船橋市東船橋５-７-７ 

047-422-6511 

船橋市 

松戸税務署 

〒271-8533  

松戸市小根本53-３ 

047-363-1171 

松戸市、流山市、鎌ケ谷市 

茂原税務署 

〒297-8501  

茂原市高師台１-５-１ 

茂原地方合同庁舎２階 

茂原市、勝浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長

生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿

町 
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0475-22-2166 

 

 

 

●   新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県税事務所等の窓口における人員を縮小して

います。 

申請や申告などの手続については、なるべく郵送や電子申告をご利用ください。 

なお、納税証明書の交付については、原則として郵送による請求をお願いいたします。 

県民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

● 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人県民税・事業税の申告・納

付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別申請していただくことにより期限の延長が認

められます。申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から２か月以内の日を指定して申

告・納付期限が延長されることになります。 

なお、国税と法人二税の申告は同期に行っていただくようお願いいたします。 

 

●  その他、地方税法上の特例措置が適用される場合がありますので、県税事務所までお問い合わせ

ください。  

（特例措置の例） 

・ イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄付金控除の適用〔個人 

 住民税、税額控除割合；県民税＋市町村民税合計最大10パーセント〕 

・ 耐震基準不適合既存住宅の取得に対する減額等の特例〔不動産取得税〕（令和４年３月31日 

 までの入居が条件） 

【県税事務所】 

名称 所在地、電話番号 管轄区域 

中央県税事務所 

〒260-8654 

千葉市中央区都町 

２-１-12 

千葉県庁都町庁舎２階 

043-231-0161 

千葉市の一部（千葉西県税事務所管内の地域を除く） 

千 葉 西 県 税 事 務

所 

〒261-8508 

千葉市美浜区真砂 

４-１-４ 

043-279-7111 

千葉市〔花見川区（朝日ヶ丘、朝日ヶ丘町、天戸町、内

山町、宇那谷町、柏井、柏井町、検見川町、犢橋町、こ

てはし台、作新台、さつきが丘、三角町、大日町、武石

町、千種町、長作台、長作町、浪花町、畑町、花島町、

花園町、花園、花見川、幕張町、幕張本郷、瑞穂、南花

園、み春野、横戸台、横戸町）、稲毛区（小深町、山王

町、長沼町、長沼原町、六方町）、美浜区（磯辺、打

10 県税の猶予制度 
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瀬、豊砂、中瀬、浜田、ひび野、幕張西、真砂、美浜、

若葉）〕、習志野市、八千代市 

船橋県税事務所 

〒273-8580 

船橋市湊町２-10-18 

船橋合同庁舎１階・２階 

047-433-1275 

市川市、船橋市、浦安市 

松戸県税事務所 

〒271-8564 

松戸市小根本７ 

東葛飾合同庁舎２階 

047-361-2112 

松戸市、流山市、鎌ケ谷市 

柏県税事務所 

〒277-8558 

柏市あけぼの２-１-５ 

04-7147-1231 

野田市、柏市、我孫子市 

佐倉県税事務所 

〒285-8503 

佐倉市鏑木仲田町８-１ 

印旛合同庁舎１階 

043-483-1115 

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、

富里市、酒々井町、栄町 

香取県税事務所 

〒287-8503 

香取市佐原イ92-11 

香取合同庁舎１階 

0478-54-1314 

香取市、神崎町、多古町、東庄町 

旭県税事務所  

〒289-2504 

旭市ニ1997-１ 

海匝合同庁舎１階 

0479-62-0772 銚子市、旭市、匝瑳市 

 銚子支所 

〒288-0817 

銚子市清川町１-６-12 

0479-22-5907 

東金県税事務所 

〒283-8501 

東金市東新宿17-６ 

（仮設庁舎１階） 

0475-54-0223 

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横

芝光町 

茂原県税事務所 

〒297-0026 

茂原市茂原1102-1 

長生合同庁舎１階 

0475-22-1721 

茂原市、勝浦市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長生村、

白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町 

 大多喜支所 〒298-0212 
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夷隅郡大多喜町猿稲14 

0470-82-2214 

館山県税事務所 

〒294-0045 

館山市北条402-1 

安房合同庁舎１階 

0470-22-7117 

館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

木 更 津 県 税 事 務

所 

〒292-8525  

木更津市貝渕３-13-34 

君津合同庁舎１階 

0438-25-1110 

木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 

市原県税事務所 

〒290-0081 

市原市五井中央西 

１-１-25 

サンプラザ市原５階 

0436-22-2171 

市原市 

自動車税事務所 

〒260-8523 

千葉市中央区問屋町 

１-11 

043-243-2721 

県内全域（自動車税、自動車取得税のみ） 

 

 

 

 

 

● 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難となった方について、申請により市町村税

（市町村民税、固定資産税、軽自動車税など）の納付期限の延長や納付の猶予が可能となる場合が

ありますので、市町村の税務担当課までお問い合わせください。 

 （特例措置の例） 

 ・ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化〔個人住民税〕（新型コロナウイルス感染症の影響により 

  入居が遅れた場合、令和４年12月末までの入居が条件） 

 ・ 先端設備等に該当する家屋及び構築物（償却資産）に関する課税標準の特例〔固定資産税及び 

 都市計画税〕 

 

 

 

 

 

11 市町村税の猶予制度 
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●  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国民健康保険料（税）及び介護保険料の納付が困難な 

場合は、その事情に応じて、一定期間、納付を猶予するもしくは減免するなどの救済制度がありま

す。 

 後期高齢者医療保険料の納付が困難な方についても、その事情に応じて、一定期間、納付を猶予

するなどの救済制度があります。詳しくは、市町村の高齢者医療保険担当課まで電話によりご相談

ください。 

【市町村の国民健康保険担当課（国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合）】 

【市町村の介護保険担当課】 

【市町村の高齢者医療保険担当課】 

 

● 介護サービス、障害福祉サービス、自立支援医療、補装具などに必要な利用者負担を 

することが困難な方について、利用者負担額を減額する場合があります。 

   詳細は市町村の介護保険担当課及び障害者福祉担当課にお問い合わせください。 

   

 

 

 

●  全国健康保険協会（協会けんぽ）または健康保険組合においても健康保険料の納付猶予などの

救済制度があります。詳しくは、協会けんぽの場合は下記窓口（健康保険組合にご加入の方は、

加入されている健康保険組合事務局）まで、電話によりご相談ください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

●  傷病手当金の支給 

○ 健康保険 

  新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない

場合、傷病手当金が支給されます。 

 

12 国民健康保険料（税）・健康保険料の猶予制度等 

 

 

【市町村の介護保険担当課】 

【市町村の障害者福祉担当課】 

 

【協会けんぽ】 

     全国健康保険協会千葉県支部 

   〒260-8645 千葉市中央区富士見２-20-１ 日本生命千葉ビル９階 

    ０４３－３０８－０５２３（業務グループ） 

  【協会けんぽ（船員保険）】 

   全国健康保険協会船員保険部 

   〒102-8016  東京都千代田区富士見２-７-２ ステージビルディング14階 

０３－６８６２－３０６０ 

  【健康保険組合にご加入の方は、加入されている健康保険組合事務局】 

 同上 
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【傷病手当金の概要〔協会けんぽの例〕】 

傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため

仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養

のために働くことができない方も、利用することができます。 

 支給要件 

新型コロナウイルス感染症「陽性」の方、新型コロナウイルス感染症「陰性」または検査未実 

施であるが、発熱等の症状がある方が、次の①または②のいずれかに該当する場合（傷病手当金 

の支給要件を満たしている方）が対象となります。 

①  業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと 

※ 業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。 

②  ４日以上仕事を休んでいること 

※ 療養のために連続して３日間仕事を休んだ後（待期期間）、４日目以降の仕事を休 

 んだ日について支給されます。 

※ 待機期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。 

※ 申請に必要な医師の労務不能証明が困難な場合の対応 

当面の間、下記の対応とします。 

  ①新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の請求期間が13日間まで 

   → 医師証明、その他保健所等発行の添付書類は不要です。 

  ②新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の請求期間が14日間以上 

   → 医師証明、その他保健所等発行の添付書類は不要ですが、「療養状況申立書」 

    の提出が必要です。 

  ※ ①、②いずれの場合も、事業主証明は必要です。 

  ※ ②の「療養状況申立書」について、請求期間が14日間以上であっても医師証明が 

あるものについては、「療養状況申立書」の提出は不要です。 

  支給期間 

支給を始めた日から最長１年６か月の間 

※ １年６か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。 

１日あたりの支給額 

傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額

の30分の１に相当する額の３分の２に相当する額 

※ 支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病 

手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。 

支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者に 

ご確認ください。 
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○ 国民健康保険 

  国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱

等の症状があり感染が疑われた場合には、その療養のため労務に服することができなか

った期間に傷病手当金を支給します。傷病手当金の支給は条例等により規定されていま

すので、市町村、国民健康保険組合により、対象者及び支給内容に異なる場合がありま

す。 

 対象者 

国民健康保険に加入している被用者（個人事業主・フリーランス等の被用者以外の方

は対象外となります（ただし個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者

の給与の支払いを受けている方は対象））のうち、新型コロナウイルス感染症（発熱等

の症状があり感染が疑われる場合を含む）により労務に服することができず、給与等の

全部又は一部の支払いがされていない方（給与収入の全部または一部を受けることがで

きる方に対しては、給与を受けることができる期間は傷病手当金の金額が調整されたり、

支給できない場合があります。） 

支給対象となる日数 

  労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過した日から労務に服す

ることができない期間のうち就労を予定していた日 

 支給額 

  １日当たりの支給額（※） × 支給対象となる日数 

※１日当たりの支給額：（直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数） 

 ×（２/３） 

 適用期間 

令和２年１月１日から令和５年５月７日の間で、労務に服することができない期間 

（ただし、入院が継続する場合等は最長１年６か月まで） 

申請ができる期間は労務に服することができない日ごとに、その翌日から２年間とな 

ります。 

 申請方法 

  具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者（市町村の国民健康保険担

当課または国民健康保険組合）にご確認ください。 

申請書等必要書類（例） 

① 国民健康保険傷病手当金支給申請書 

② 国民健康保険傷病手当金被保険者申立書兼同意書 

③ 国民健康保険傷病手当金勤務状況・賃金支払状況証明書 

④ 国民健康保険傷病手当金意見書 

※診断書とは異なりますのでご注意ください。 

⑤ 給与明細書写し（労務に服することができなかった月及び「国民健康保険傷病手

【市町村の国民健康保険担当課（国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合）】 
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当金勤務状況・賃金支払状況証明書」裏面の賃金支払状況で証明した月の分）    

⑥ 勤務表の写し、本人確認証写しなど 

○ 後期高齢者医療保険 

千葉県後期高齢者医療広域連合では、新型コロナウイルス感染症に感染または感染

が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を

受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給します。 

 

   支給を受けるためには被保険者からの申請が必要です。また、申請前に市町村の後期 

 高齢者医療担当課へご相談くださいますようお願いします。 

 

 

対象者 

次のすべての条件を満たす方が対象です。 

・ 千葉県後期高齢者医療保険に加入している方 

・ 被用者である方（勤務先から給与等の支払いを受けている方） 

・ 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療 

養のため労務に服することができなかった方 

・ 上記の就労できなかった期間中、就労を予定していた日があり、その給与の全額ま 

たは一部を受けることができなかった方（全額受けていた日は、傷病手当金が支給さ 

れません） 

 支給対象となる日数 

  就労できなかった期間のうち、待期期間（始めの３日間連続して仕事を休んだ期間） 

を除いた４日目以降の就労を予定していた日数 

 支給額 

（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数）×２／３×支給対象日数 

  ・ 給与等が一部減額され支払われている場合や、休業補償等を受けている場合は、

支給額が減額されたり支給されない場合があります。 

 対象とする期間 

令和２年１月１日～令和５年５月７日の間で療養のため労務に服することができない 

期間（ただし、入院が継続する場合等は最長１年６月まで） 

申請方法・申請必要書類 

お住いの市区町村の後期高齢者医療担当課へ申請必要書類により申請して下さい。 

① 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書（被保険者記入用１） 

 ② 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書（被保険者記入用２） 

 ③ 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書（事業主記入用） 

 ④ 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書（医療機関記入用） 

   ※ 医療機関を受診していない場合で後期高齢者医療傷病手当金支給申請書（医療

【市町村の後期高齢者医療担当課】 
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機関記入用）が提出できないときは、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書（被

保険者記入用２）に事業主の証明が必要となります。 

   ※ 医療機関記入用の支給申請書の添付が当面の間、不要となりました。今後、療

養のため労務に服することができない期間等については、２の被保険者記入用の

申請書で、事業主の方から証明を受けてください。 

 

     詳しくは、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。 

https://www.kouiki-chiba.jp/site/news/3307.html 

 

 

 

 

● 日本年金機構では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、国民年金保険料の免除、厚生 

年金保険料の猶予等の措置を行っています。詳しくはホームページを御覧ください。  

   https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/202000319.html 

 

● 国民年金保険料の免除 

新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止（廃業）又は休止の届出を行ってい

る方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当す

る方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。 

令和２年５月１日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難と

なった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。 

なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少など

により所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予およ

び学生納付特例申請手続きが、令和４年度分の申請をもって終了します。 

 対象となる方 

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満た 

した方が対象になります。 

 （1） 令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと 

（2） 令和２年２月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険 

料の免除等に該当する水準になることが見込まれること 

なお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が 

低額になります。また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすこと 

が可能です。 

対象期間 

令和２年２月分以降の国民年金保険料が対象となります。納付期限から2年を経過すると時効によ 

り免除の申請ができません。 

13 国民年金保険料の免除、厚生年金保険料の猶予等 

  

 

 



 

- 111 - 

 

＜免除猶予＞   令和元年度分（令和２年６月～令和２年６月） 

令和２年度分（令和２年７月～令和３年６月） 

令和３年度分（令和３年７月～令和４年６月） 

令和４年度分（令和４年７月～令和５年６月） 

＜学生納付特例＞ 令和元年度分（令和２年６月～令和２年３月） 

          令和２年度分（令和２年４月～令和３年３月） 

          令和３年度分（令和３年４月～令和４年３月） 

令和４年度分（令和４年４月～令和５年３月） 

申請の受付開始日 

 令和元年度分・令和２年度分 令和２年５月１日 

 令和３年度分        令和３年７月１日 

 令和４年度分（学生納付特例）令和４年４月１日 

 令和４年度分        令和４年７月１日 

 免除申請及び学生納付特例の申請が遅れても最大２年１か月前に遡って手続きできますが、申請

が遅れると万一の際に、障害年金などが受けとることができなくなります。すみやかに申請してく

ださい。 

免除の詳細や手続の方法については、詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか。

市町村の国民年金担当課又はお近くの年金事務所（111ページ～112ページ）にお問い合わせくださ

い。 

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html 

 

● ワクチン接種業務に従事する医療職については、ワクチン接種業務に従事したことによる給与収

入については、健康保険の被扶養者・国民年金の第３号被保険者の収入確認の際には収入に算定し

ない臨時的な特例を設けています。詳しくは、「16 医療機関、介護事業所、障害福祉サービス施

設・事業所等向け相談窓口」（238ページ）をご覧ください。 

 

【千葉県内の年金事務所】 

事務所名 所在地、電話番号 

管轄区域 

厚 生 年 金 保 険 、 国 民 年

金 
船員保険 

千葉 

〒260-8503 

千葉市中央区中央港１-17-１ 

043-242-6320 

千葉市（中央区、若葉区、緑区）、 

茂原市、東金市、勝浦市、山武市、 

いすみ市、大網白里市、九十九里町、

芝山町、横芝光町、一宮町、白子町、

長柄町、長南町、睦沢町、長生村、大

多喜町、御宿町 

千葉県内全域 
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ねんきん 

サテライト 

茂原 

(千葉年金事務

所茂原分室) 

〒297-0023 

茂原市千代田町１-６ 

茂原サンヴェルプラザ１階 

0570-05-4890 

― ― 

※ 電話による年金相談は受け付けていません。ご予約いただいた方を優先させていただ

きますので、事前予約をした上で来所してください。 

幕張 

〒262-8501 

千葉市花見川区 

幕張本郷１-４-20 

043-212-8621 

千葉市（花見川区、稲毛区、美浜

区）、佐倉市、習志野市、四街道市、

八街市、富里市、酒々井町 

― 

船橋 

〒273-8577 

船橋市市場４-16-１ 

047-424-8811 

船橋市、八千代市、印西市、白井市、

栄町 
― 

市川 

〒272-8577 

市川市市川１-３-18 

ＳＲビル市川３階 

047-704-1177 

市川市、鎌ケ谷市、浦安市 ― 

松戸 

〒270-8577 

松戸市新松戸１-335-２ 

047-345-5517 

松戸市、野田市、柏市、流山市、 

我孫子市 
― 

木更津 

〒292-8530 

木更津市新田３-４-31 

0438-23-7616 

木更津市、館山市、市原市、鴨川市、

君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総

市、鋸南町 

― 

佐原 

〒287-8585 

香取市佐原ロ2116-１ 

0478-54-1442 

香取市、銚子市、成田市、旭市、匝瑳

市、神崎町、多古町、東庄町 
― 

ねんきん 

サテライト 

成田 

(佐原年金事務

所成田分室) 

〒286-0033 

成田市花崎町828-11 

スカイタウン成田２階 

0476-24-5715 

― ― 

※ 電話による年金相談は受け付けていません。 

 ※ 年金相談で来所される際は、できるだけ事前予約の上、必要書類（年金証書、振込通知書、年金手帳や

被保険者証等）を確認した後、本人であることを確認できるものをお持ちください。 

 ※ 茂原分室及び成田分室は、時間延長や週末相談を実施しておりません。 
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【来訪での相談：街角の年金相談センター】 

名称 所在地・電話番号 受付時間 

対面による年金相談 

※予約優先 

街角の年金相談 

センター千葉 

〒260-0027 

千葉市中央区新田町４-22 

サンライトビル１階 

043-241-1165 

(平日) 

8:30～17:15 

(週初めの開所日) 

8:30～19:00 

(第２土曜日) 

9:30～16:00 

街角の年金相談 

センター船橋 

〒273-0005 

船橋市本町１-３-１ 

フェイスビル７階 

047-424-7091 

対面による年金相談 

※予約優先 

街角の年金相談 

センター柏 

〒277-0005 

柏市柏４-８-１ 柏東口金子ビル１階 

 04-7160-3111 

同上 

予約制による 

対面年金相談 

街角の年金相談 

センター市川 

（オフィス） 

〒272-0034 

市川市市川１-７-６ 愛愛ビル３階 

047-329-3301 

平日のみ 

8:30～17:15 

※ 街角の年金相談センター及び街角の年金相談センター（オフィス）は、全国社会保険労務士会連合会が

運営しています。 

※ 街角の年金相談センターでは「対面」による年金相談、街角の年金相談センター（オフィス）では「予

約制」による年金相談を行っています。電話による年金相談は受け付けていません。 

 

● 年金受給者の届書の取扱い 

令和２年２月末日以降に提出期限がある以下の届書（２月以降に誕生月がある方の届書）の提出

がなかった場合でも、当分の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱

いとなりました。 

＜対象となる届書＞ 現況届、生計維持確認届、障害状態確認届 

詳しくは、年金事務所（111ページ～112ページ）にお問い合わせください。 

 

● 厚生年金保険料等の猶予制度（事業主の方） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※１)があり、一時的

に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主の方は、年金事務所に申請することによ

り、厚生年金保険料等の納付の猶予（特例）を受けることができました。 

令和３年２月26日をもって申請期間を終了した納付猶予特例を受けていた事業主の方など、納付 

猶予特例終了後も、厚生年金保険料等の納付が困難な場合は、猶予制度を受けられることがありま 

すので、お早めに管轄の年金事務所へご相談ください（ご相談は電話でも受け付けています。）。 
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日本年金機構では、厚生年金保険料等の猶予制度に関する問合せに対応するため、相談窓口を

設置しています。 

【厚生年金保険料納付猶予相談窓口】 

 ０５７０－６６６－２２８（ナビダイヤル）（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

※０５０で始まる電話ではご利用できません。一般電話又は携帯電話でお掛けください。 

 

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html 

    

● 厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定（事業主の方） 

   新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、令和３年８月から令和４年 12月までの

間に休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主の届出 

により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定（４か月目に改定）によ 

らず、特例により翌月から改定可能です。 

 標準報酬月額の特例改定は、令和 4年 12月を急減月とする改定をもちまして終了しました。令

和５年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により著しく報酬が下がっても、特例措置はあ

りません。 

また、令和 5年の定時決定は、通常どおり令和５年４月から令和５年６月までの報酬に基づき決

定されます（令和４年９月の定時決定を特例による保険者決定を受けた方や、令和４年 12月まで

を急減月とする特例改定を行った方について、令和５年８月まで休業が回復することなく、令和５

年４月から令和５年６月の全ての月の支払基礎日数が定時決定を行う要件を満たさなかった場合、

令和５年の定時決定は、特例による改定を行う前の標準報酬月額により決定します。） 

※ 健康保険組合に加入の場合は、健康保険料の標準報酬月額の特例改定の申請先は健康保険組 

  合になります。 

   なお、特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額

が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して２等級以上上がった場合、その翌月から標 

準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。（令和４年５月の随 

時改定までの取扱いとなります。ただし、令和３年６月または７月の報酬が著しく下がったこと 

により令和 3年 7月または８月に特例による改定を行った場合は、令和４年８月の随時改定まで 

の取扱いとなります。） 

  対象となる方 

  次のすべてに該当する方が対象となります。 

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による休業（時間単位を含む）があったことにより、報酬 

 が著しく低下した月が生じた方 

(2) 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額（１か月分）が、既に設定されている標準

報酬月額に比べて２等級以上下がった方 
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※   固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合も対象となります。 

※※ 休業のあった月とその前２か月のいずれか１月でも 17日未満（特定適用事業所等の短時 

  間労働者は 11日未満）の場合、対象となりません。 

(3) 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している。 

※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります（改定後の標準報酬月額 

に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。）。 

留意事項 

・固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合も、特例改定の対象となります。 

・報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額 

に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の 

標準報酬月額（健康保険は 5.8万円、厚生年金保険は 8.8万円）として改定・決定することと 

なります。 

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。そ 

の場合、休業支援金は給与支給額に含みません。 

・新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業とな 

った場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。 

対象となる保険料 

休業により報酬が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。 

  申請手続等 

届出期間は令和 5年 2月 28日をもちまして終了いたしました。 

 

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか。管轄の年金事務所にお問い合わせくだ 

さい。 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0708.html 
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●  経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご活用いただける

支援策をパンフレットにまとめました。 

  https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

  

●  中小企業庁は、中小企業・小規模事業者の皆様を対象とした様々な国の支援措置をより「知っ

てもらう」「使ってもらう」ことを目指し、「中小企業向け補助金・総合支援サイト ミラサポ

plus」を公開しています。 

     「ミラサポ plus」では、新型コロナウイルス感染症対策の支援措置も検索できます。「新型

コロナウイルス関連支援策はこちら」からお入りください。 

国が提供する支援制度から順次情報を登録しており、準備が整い次第、順次、都道府県等の 

  支援制度まで対象を広げてまいります。 

         中小企業向け補助金・総合支援サイト ミラサポ plus 

       https://mirasapo-plus.go.jp/ 

   

15 中堅企業・中小企業・個人事業者向け相談窓口 

 

 

14 金融に関する相談窓口 

 

 
【金融庁】 

  金融機関との取引等に関する相談窓口 

 ○ 新型コロナウイルスに関する金融庁相談ダイヤル 

   ０１２０－１５６８１１（フリーダイヤル） 

＜ＩＰ電話専用回線：０３－５２５１－６８１３＞ 

（受付時間 平日 １０:００～１７:００） 

【関東財務局】 

  金融機関との取引等に関する相談窓口 

 ○ 新型コロナウイルス感染症に関する金融相談ダイヤル 

   ０４８－６１５－１７７９（受付時間 平日 ９:００～１６:００） 

【千葉県】 

事業活動に影響を受ける、又はその恐れがある中小企業者等を支援するための相談窓口 

○ 中小企業者等相談窓口（千葉県商工労働部経営支援課金融支援室） 

０４３－２２３－２７０７（受付時間 平日 ９:００～１９:００ 

                  土曜日、日曜日・祝日 ９:００～１７:００） 
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概要は、経済産業省ホームページをご覧ください。 

    https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html 

 

● 事業再構築補助金 

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業（資本金 

10億円未満の会社）、個人事業主、企業組合等を対象に、新分野展開（新たな製品等で新たな市場に 

進出する）や業態転換（製造方法等を転換する）、事業（主な「事業」を転換する）・業種（主な「 

業種」を転換する）転換等の取組、事業再編（事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又 

は業態転換のいずれかを行う）又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新た 

な挑戦（①資本金又は従業員を増やし、中小企業を卒業して、中堅企業・大企業に成長することを目 

指す、②中堅企業が、コロナで大きな影響を受けたが、海外展開をして、業績の V字回復を目指す等） 

を支援することを目的とし、事業再構築補助金を創設しました。 

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た企業・団体等を対象とします。 

 

経済産業省では、事業再構築補助金に関する皆様からの問合せに対応するため、事務局にコー 

ルセンターを設置しています。 

【事業再構築補助金事務局コールセンター】 

０５７０－０１２－０８８（ナビダイヤル）  

０３－４２１６－４０８０（ＩＰ電話用） 

（受付時間 平日・土曜日 ９:００～１８:００（日曜日・祝日を除く）） 

また、補助金申請システム（名称：Ｊグランツ）の操作方法についてもサポートセンターを 

もうけています。 

【電子申請の操作方法に関するサポートセンター】  

０５０－８８８１－６９４２ 

（受付時間 平日 ９:００～１８:００（土曜日・日曜日・祝日を除く）） 

公募期間 

第 10回公募期間  令和５年３月 30日(木) ～ 令和５年６月 30日(金)18:00 (厳守)  

本事業は、公募により、提出いただいた事業計画を外部有識者からなる審査委員会が評価し、よ 

 り優れた事業計画を採択します。採択決定後に「補助金交付申請」をしていただき、その経費等の 

内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかの精査を行い、交付決定を通知します。 

主要申請要件 

ⅰ）申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売 

上高と比較して 10％以上減少している中小企業等。 

ⅱ）経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った（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、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%(一部 5.0％) 

以上増加の達成を見込む）事業計画を金融機関（ファンド等を含む）及び認定経営革新等支援機 
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関（金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみ）と共同で策定していること。  

補助対象等  

（１）成長枠 

 

補助対象 従業員 補助額 補助率 

中小企業者等 

中堅企業等 

20人以下 100万円～2,000万円 中小企業者等：２／３  

(大規模な賃金上げを行う場合は１／２) 

中堅企業等：１／２ 

 (大規模な賃金上げを行う場合は１／３) 

21人～50人 100万円～4,000万円 

51人～100人 100万円～5,000万円 

101人以上 100万円～7,000 万円 

   (注)「大規模な賃金上げを行う場合」とは、事業終了時点で、①事業場内最低賃金＋45円、 

②給与支給総額＋6％を達成すること。 

（２）グリーン成長枠（エントリー） 

   研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略（太陽光発電やバイオ燃料 

などの「グリーンエネルギー」を積極的に導入・拡大することで、環境を保護しながら産業構造 

を変革し、ひいては社会経済を大きく成長させようとする国の政策）「実行計画」14 分野（エネ 

  ルギー関連産業；①洋上風力・太陽光・地熱､②水素・燃料アンモニア、③次世代熱エネルギー、 

④原子力、輸送・製造関連産業；①自動車・蓄電池、②半導体・情報通信、③船舶、④物流・人 

流・土木インフラ、⑤食料・農林水産業、⑥航空機、⑦カーボンリサイクル・マテリアル、家庭 

・オフィス関連産業；①住宅・建築物・次世代電力マネジメント、②資源循環関連、③ライフス 

タイル関連）の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援。グリーン成長枠 

で不採択となった際に通常枠での再審査を希望される場合は、売上高等減少要件を満たすことを 

示す書類を提出いただく必要があります。 

 第 6回公募で新たに追加された「グリーン成長枠」について、想定事例集を作成しております。 

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/cases/green_seityo_soteijirei.pdf 

① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】 

② 事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。補助金額が 3,000万円を超え 

る案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関（金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該 

金融機関のみでも可）の確認を受けていること【認定支援機関要件】 

③  補助事業終了後 3～5 年で付加価値額の年率平均 4.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加価値 

額の年率平均 4.0％以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 

④  取り組む事業が、過去～今後のいずれか10年間で、市場規模が10％以上拡大する業種・業態に属し 

ていること【市場拡大要件】 

⑤  事業終了後 3～5 年で給与支給総額を年率平均２％以上増加させること【給与総額増加要件】 

※ 成長枠は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請することが可能です。 
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補助対象 従業員 補助額 補助率 

中小企業者等 

 

 

20人以下 100万円～4,000万円 中小企業者等：１／２  

(大規模な賃金上げを行う場合は２／３) 

中堅企業等：１／３ 

 (大規模な賃金上げを行う場合は１／２) 

21人～50人 100万円～6,000万円 

51人以上 100万円～8,000万円 

中堅企業等 ― 100万円～一億円 

(注)「大規模な賃金上げを行う場合」とは、成長枠の定義に同じ。 

 

（３）グリーン成長枠（スタンダード） 

  枠の制度趣旨は、グリーン成長枠（エントリー）に同じ。 

① 成長枠に同じ 

② 成長枠②に同じ 

③ 成長枠③に同じ 

④ グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組

に関連する２年以上の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行

うこと【グリーン成長要件】 

⑤ 成長枠⑤に同じ 

※  グリーン成長枠（エントリー）は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請 

することが可能です。 

＜以下は第１回～第９回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件＞ 

第１回～第９回公募で採択された者（※）であっても、以下の⑥及び⑦を満たす者は、グリーン成長 

枠（エントリー）に申請することができます。ただし、第１回～第９回公募でグリーン成長枠で採択さ

れている事業者は、再度グリーン成長枠に応募することはできません。また、支援を受けることができ

る回数は２回が上限となります。 

※ 採択された事業を辞退した場合を除く。 

⑥ 既に事業再構築補助金で取り組んでいる又は取り組む予定の補助事業とは異なる事業内容であるこ

と【別事業要件】 

⑦ 既存の事業再構築を行いながら新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること

【能力評価要件】 

①～⑤ グリーン成長枠（エントリー）①～⑤に同じ 

※  グリーン成長枠（エントリー）は、卒業促進枠、大規模賃金引上促進枠のいずれかに同時に申請 

することが可能です。 

＜以下は第１回～第９回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件＞ 

第１回～第９回公募で採択された者（※）であっても、以下の⑥及び⑦を満たす者は、グリーン成長 

枠（エントリー）に申請することができます。ただし、第１回～第９回公募でグリーン成長枠で採択

されている事業者は、再度グリーン成長枠に応募することはできません。また、支援を受けることが

できる回数は２回が上限となります。 

※ 採択された事業を辞退した場合を除く。 
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(注)「大規模な賃金上げを行う場合」とは、成長枠の定義に同じ。 

 

（４）卒業促進枠 

成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、中小企業等から中堅企業等に成長する事業者 

に対する上乗せ支援 

 

 

 

 

（５）大規模賃金引上促進枠 

   成長枠・グリーン成長枠の補助事業を通して、大規模な賃上げに取り組む事業者に対する上乗 

せ支援 

補助対象 補助金額 補助率 

中小企業者等 

中堅企業等 

100万円超～3,000万円 中小企業者等：１／２ 

中堅企業等：１／３ 

 

（６）産業構造転換枠 

国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築 

を支援。 

補助対象 補助金額 補助率 

中小企業者等 

 

100 万円 ～ 1 億円 

 

中小企業者等：１／２  

(大規模な賃金上げを行う場合は２／３) 

中堅企業等 100 万円 ～ 1.5 億円  中堅企業等：１／３         

(大規模な賃金上げを行う場合は１／２) 

補助対象 補助金額 補助率 

中小企業者等 成長枠・グリーン成長枠の

補助金額上限に準じる。 

中小企業者等：１／２ 

中堅企業等 中堅企業等：１／３ 

①   成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること 

②  成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後３～５年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模か

ら卒業すること【卒業要件】 

⑥～⑦ グリーン成長枠（エントリー）⑥～⑦に同じ 

①   成長枠又はグリーン成長枠に申請する事業者であること 

②   成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後３～５年の間、事業場内最低賃金を年額45円以上の水 

準で引上げること【賃金引上要件】 

③   成長枠又はグリーン成長枠の補助事業終了後３～５年の間、従業員数を年率平均 1.5％以上増員さ 

せること【従業員増員要件】 
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補助対象 従業員 補助額 補助率 

中小企業者等 

中堅企業等 

20人以下 100万円～2,000万円 中小企業者等：２／３ 

中堅企業等：１／２ 21人～50人 100万円～4,000万円 

51人～100人 100万円～5,000万円 

101人以上 100万円～7,000万円 

(注)廃業を伴う場合は、廃業費を最大 2,000万円上乗せ。 

 

（６）最低賃金枠 

最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業 

再構築を支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 成長枠①に同じ 

② 成長枠②に同じ 

③ 補助事業終了後 3～5 年で付加価値額の年率平均 3.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加価値 

額の年率平均 3.0％以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 

④  現在の主たる事業が過去～今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10％以上縮小する業種・業態に 

属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること【市場縮小要件】 

＜以下は第１回～第９回公募で採択又は交付決定を受けている場合の要件＞ 

第１回～第９回公募で採択された者（※）であっても、以下の⑥及び⑦を満たす者は、グリーン成長 

枠（エントリー）に申請することができます。ただし、第１回～第９回公募でグリーン成長枠で採択さ

れている事業者は、再度グリーン成長枠に応募することはできません。 

なお、補助金額は、第10回公募締切時点における１回目採択分の採択額、交付決定額又は確定額の 

いずれか最も低い金額と第10回公募の産業構造転換枠の補助上限額との差額分を上限とします。ま

た、支援を受けることができる回数は２回が上限となります。 

※ 採択された事業を辞退した場合を除く。 

⑤ グリーン成長枠（エントリー）の⑥に同じ 

⑥ グリーン成長枠（エントリー）の⑦に同じ 

① 成長枠①に同じ 

② 成長枠②に同じ 

③ 補助事業終了後 3～5 年で付加価値額の年率平均 3.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加 

価値額の年率平均 3.0％以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】 

④ 2022年１月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が対2019～2021年の同 

３か月の合計売上高と比較して10％減少していること（当該要件を満たさない場合は、2022年１ 

月以降の連続する６か月のうち、任意の３か月の合計付加価値額が対2019～2021年の同３か月の 

合計付加価値額と比較して 15％以上減少していることでも可。）【売上高等減少要件】 
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 (７) 物価高騰対策・回復再生応援枠 

  新型コロナウイルスの影響を受け、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小 

 企業等の事業再構築を支援。不採択の場合、「通常枠」の補助額の範囲内で再審査されます。 

 

補助対象 従業員 補助額 補助率 

中小企業者等 

中堅企業等 

５人以下 100万円～1,000万円 中小企業者等：２／３（注１） 

中堅企業等：１／２（注２） ６人～20人 100万円～1,500万円 

21人～50人 100万円～2,000万円 

51人以上 100万円～3,000万円 

 （注）１ 従業員数 5人以下の場合 400万円、従業員数６～20人の場合 600万円、円従業員数 21人～50人の場合 

800万円、従業員数 51人以上の場合 1,200万円までは３／４ 

２ 従業員数５人以下の場合 400万円、従業員数６～20人の場合 600万円、従業員数 21人～50人の場合 

の場合 800万円、51 人以上の場合 1,200万円までは２／３ 

 

補助対象経費の例 

    建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費（加工、設計等）、研修費（教育訓練費

等）、技術導入費（知的財産権導入に係る経費）、広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲

載、展示会出展等）等 

※ 補助対象企業の従業員の人件費及び従業員の旅費は補助対象外です。 

事前着手制度 

  補助事業の開始（購入契約（発注）等）は、交付決定後に行うことを原則としており、交付決定 

 前に事業開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。ただし、本事業におい 

ては、早期の事業再構築を図っていただくために必要となる経費について、補助金の交付決定前で 

あっても、事務局から事前着手の承認を受けた場合は、令和３年 12月 20日以降に購入契約（発注） 

等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。 

 ※ 交付決定以降に事業を開始される事業者の方については、事業着手承認申請は不要です。 

 ※ 交付決定前に事業着手が承認された場合であっても、補助金の採択を約束するものではありま 

①～② 成長枠に同じ 

③ 最低賃金枠の③に同じ 

④ 以下（a）（b）のいずれかを満たすこと 

（a） 2022年１月以降の連続する６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が対2019～2021年の同 

３か月の合計売上高と比較して 10％減少していること（当該要件を満たさない場合は、2022年１ 

   月以降の連続する６か月のうち、任意の３か月の合計付加価値額が対2019～2021年の同３か月の合 

計付加価値額と比較して 15％以上減少していることでも可。）【売上高等減少要件】 

（b） 再生事業者（Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化 

協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後３年以内の者）であること【再生要件】を 

認定経営革新等支援機関と策定していること【認定支援機関要件】 
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せん。不採択となった場合は、本事業の交付を受けることはできません。また、これにより生じ 

る損失等について、事務局は一切の責任を負いません。 

 ※ 事前着手の承認を受けた場合であっても、交付申請手続きは必要となります。また、事前着手 

承認後に発注等を行った経費であっても、交付申請時に事務局にて申請経費の内容等を確認した 

結果、事前着手申請の内容と応募申請時の内容が相違しているときや整合性が確認ができない場 

合等は、事前着手の承認は無効となり、補助対象とならない場合がありますので、あらかじめご 

了承ください。 

申請期間 

令和５年６月上旬～交付決定日まで 

  申請方法 

   本事業の申請とは別に、 事前着手の為の申請を事務局に下記ＵＲＬより補助金申請システム

（名称：Ｊグランツ）にて申請してください。必ず、申請者名と同一法人・個人の連絡先を記載

してください。申請者以外の認定経営革新等支援機関や外部支援者が記載されている場合は、内

容に関わらず、承認は致しません。 

   事前着手の承認に際して、会社概要、事業計画の概要、新型コロナウイルスの影響と事業計画

との関係（感染症の影響を乗り越えるために早急な投資が必要不可欠である理由等）を記載して

いただく必要があります。記載内容が不十分な場合は、申請後に事務局から確認をさせていただ

く場合があります。 

   Ｊグランツの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用くださ

い。 

なお、下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 

     ・Windows：chrome、firefox、edge(「InternetExplorerモード」を除く。) 

     ・macOS：chrome、firefox、safari 

     ・Android：chrome 

    ＵＲＬ https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004QAJcEAO 

  承認結果の通知 

   通常、申請から 10日～２週間程度を目安に通知を行う予定ですが、内容や申請状況によっては 

さらに期間を要する場合がありますので、 ご了承ください。 

本申請期間 

第 10回 未定 

申請手続き 

補助金申請システム（名称：Ｊグランツ）による申請となります。Ｊグランツを利用するにはＧ 

 ビズＩＤプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には３～４週間程度を要します 

ので、利用ご希望で未取得の方は、お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者 

情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。詳細は、下記ホー 

ムページをご覧ください。 

      https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 
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  万が一、公募締切りまでにＧビズＩＤプライムアカウントの発行が間に合わない場合には、  

早期の発行が可能な「暫定 Gビズ IDプライムアカウント（以下、 暫定プライムアカウント）」 

の付与によって応募申請を可能とする運用を実施しています。なお、 暫定プライムアカウント 

トをご利用される場合であっても、 採択公表後の交付申請の受付以降の手続きでは「ＧビズＩＤ 

プライムアカウント」が必須となりますので、「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得手続き 

は順次進めていただけますようお願いいたします。 

電子申請主入力項目 

 ① 申請者の概要 

 ② 事業概要 

 ③ 補助事業等の実績 

 ④ 経費明細表、資金調達内訳 

交付申請する際の提出書類 

申請に必要な証拠書類等を、電子申請の際に添付できるように事前に電子化しておいてくださ 

 い。添付できるデータは、1ファイル 10MBまでになります。スマートフォンでも申請が可能とな 

りました。 

 ※ データ形式は PDF・JPG・PNGのいずれかとします。スキャナーで読み取ったデータ（明瞭 

な写真でも可）をご用意ください。 

(1) 必須書類（全ての補助事業者） 

  ① 交付申請書別紙 1 

② 履歴事項全部証明書（法人の場合）／確定申告書（個人事業主の場合） 

   ・ 履歴事項全部証明書（交付申請書提出日より過去３ヶ月以内に発行されたものかつす 

    べてのページが必要です。） 

・ 直近の確定申告書（第１表） 

③ 決算書（法人の場合）／青色申告書または白色申告書（個人事業主の場合） 

・ 決算書（直近の確定したもの） 

・ 青色申告書／白色申告書（青色申告書の場合は損益計算書の記載のあるページ、白色 

申告書の場合は収支内訳書の提出が必要です。） 

  ④ 見積書 

   ・ 原則、経費科目にかかわらず計上している全ての補助対象経費の見積書の提出が必要 

となります。 

     ※ 単価 50万円（税抜き）未満は１者の見積書を取ってください（単価とは値引き前 

の定価とする。）。 

※   単価 50万円（税抜き）以上の建物費、機械装置・システム構築費を計上する場合、 

２者以上の相見積もりを取ってください。 

※ 専門家経費については、公募要領記載の謝礼単価に準じない場合は、依頼内容に 

応じた価格の妥当性を証明する複数の見積書が必要となります。 

     ※ 交付申請日に有効な見積書の提出が必要となります。 
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     ※ 中古品を購入する場合、型式や年式が記載されており、性能が同程度であると確 

認できる中古品の３者以上の相見積書が必要となります（業者選定理由書は不可で 

す。）。 

※ 見積書が外国語の場合は、和訳も必要となります。 

⑤ 建物費、 機械装置・システム構築費の追加書類 

     ※  建物費を計上する補助事業者は相見積もりとともに設計書等を提出してください 

（建物の改修の場合は見取図を提出してください。）。 

     ※  機械装置・システム構築費を申請する場合、価格の妥当性を証明するパンフレッ 

トなどを提出してください。 

※  機械装置を海外購入する場合は、換算に用いたレート表（公表仲値）を提出して 

ください。 

(2) 該当事業者のみ必須書類 

 ① 交付申請書別紙２ 

    ※ 技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経 

費を計上する場合は提出が必要です。 

②   海外旅費の詳細 

         ※ 上記の経費を計上した補助事業者は、海外渡航計画書く参考様式 12> を提出願いま 

す。 

③ 事前着手承認のお知らせメールデータ 

※ 事前着手承認を受けた事業者は受信日時を確認できるメールデータを提出してくだ 

さい。 

 

詳しくは、経済産業省ホームページサイトからご確認ください。 

       https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html 

事業再構築補助金事務局ホームページ 

       https://jigyou-saikouchiku.jp/ 

      もご覧ください。 

 

●   小規模事業者持続化補助金＜一般型＞ 

   小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人（以下「小規模事業者等」という。） 

が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、 

インボイス導入等）等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部 

を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図 

ることを目的とします。 

本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な 

販路開拓等の取組（例：新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた 

商品の改良・開発等）や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化（生産性向上）の取組を支援 
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するため、それに要する経費の一部を補助するものです。 

 

お問い合わせ先 

＜商工会の管轄地域内で事業を営んでいる方＞ 

   【千葉県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局】 

    ０４３－３０５－５２２２ 

（受付時間 平日 ９:００～１２:００、１３:００～１７:００） 

    ＦＡＸ ０４３－２２２－５１３３ 

 ＜商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる方＞ 

【日本商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局】 

     ０３－６６３２－１５０２ 

（受付時間 平日 ９:００～１２:００、１３:００～１７:００） 

補助対象者 

①  小規模事業者であること 

    「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者（会社＜企業組合・協 

   業組合を含む＞および個人事業主）」であり、常時使用する従業員の数が、商業・サービス業 

（宿泊業・娯楽業を除く）に属する事業を主たる事業として営む者については５人以下、サー 

ビス業（宿泊業・娯楽業）及び製造業その他については 20人以下の事業者です（「商工会及び 

商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」（平成５年法律第 51号）では、業種ごと 

に従業員数で小規模事業者であるか否かを判断します）。なお、一定要件を満たす特定非営利 

活動法人も対象となり得ます。 

※ 補助対象者となりうる者 

「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」（平成５年法律第 51

号）では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断します。 

補助対象となりうる者 補助対象にならない者 

・会社及び会社に準ずる営利法人 

（株式会社、合名会社、合資会

社、合同会社、特例有限会社、企

業組合・協業組合） 

・個人事業主（商工業者であるこ

と） 

・一定の要件を満たした特定非営利活動

法人（※） 

・医師、歯科医師、助産師 

・系統出荷による収入のみである個人農業者（個 

 人の林業・水産業者についても同様） 

・協同組合等の組合（企業組合・協業組合を除く） 

・一般社団法人、公益社団法人 

・一般財団法人、公益財団法人 

・医療法人・宗教法人・学校法人 

・農事組合法人・社会福祉法人 

・申請時点で開業していない創業予定者（例え

ば、既に税務署に開業届を提出していても、開

業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象

外） 

・任意団体等 

※（ア）、（イ）の要件を満たした特定非営利活動法人。なお、同要件を満たす特定非営 

 利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その 

他」の従業員基準（20人以下）を用います。 
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(ア) 法人税法上の収益事業（法人税法施行令第５条に規定される３４事業）を行ってい 

  ること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができな 

い場合は補助対象外です。 

(イ)  認定特定非営利活動法人でないこと。 

  ② 資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接（※）に 100％の株式を保有されていな 

いこと（法人のみ） 

   ③ 確定している（申告済みの）直近過去３年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平 

均額が 15億円を超えていないこと 

④ 下記２つの事業において、本補助金の受付締切日の前 10か月以内に、先行する受付締切回で 

採択を受けて、補助事業を実施した（している）者でないこと（共同申請の参画事業者の場合も 

含みます）。 

ⅰ）「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金＜一般型＞」 

ⅱ）「令和２年度第３次補正予算 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞」 

補助対象事業 

 補助対象となる事業は、次の①から③に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。 

複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には④の要件も満 

たす事業であることとします。 

➀ 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等（生産性向上のための取組）で 

あること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化（生産性向上）のための取組 

であること 

 ② 商工会・ 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること 

 ③ 以下に該当する事業を行うものではないこと 

  ⅰ）同一内容の事業について、 国が助成（国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施す 

   る場合を含む）する他の制度（補助金、委託費等）と重複する事業を行うものではないこと 

  ⅱ）本事業の完了後、概ね１年以内に売上げにつながることが見込まれない事業 

例）機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接 販売の見込みにつな 

 がらない、想定されていない事業 

  ⅲ）事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害する 

こととなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの 

例）マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等 

 ④ 共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。 

 ⅰ）申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名 

で制定し、その写しを申請時に添付してください（規約に最低限盛り込むべき項目：①規約の 

構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法）。 

ⅱ）共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事 

業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります（機 

械装置等費のみ補助対象経費となります。）。 
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 補助率及び補助上限額等 

類型 通常枠 賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 

 

創業枠 

補助率 ２／３ 

 

２／３ 

（赤字事業者に 

ついては３／４） 

２／３ 

補助上限額 ５０万円 ２００万円 

概要 小規模事業 

者自らが作 

成した経営 

計画に基づ 

き、商工会 

・商工会議 

所の支援を 

受けながら 

行う販路開 

拓等の取組 

を支援 

販路開拓の取り 

組みに加え、事 

業場内最低賃金 

が地域別最低賃 

金より＋30円以 

上である小規模 

事業者 

販路開拓の取 

り組みに加え、

雇用を増やし 

小規模事業者 

の従業員数を 

超えて事業規 

模を拡大する 

小規模事業者 

販路開拓の取 

り組みに加え、

アトツギ甲子 

園においてフ 

ァイナリスト 

及び準ファイ 

ナリストに選 

ばれた小規模 

事業者 

産業競争力強 

化法に基づく 

「特定創業支 

援等事業の支

援」を受け、 

販路開拓に取 

り組む創業し 

た小規模事業 

者 

追加申請要件  ― 「賃金引上げ 

枠（赤字）」に 

取り組む事業者 

のうち、直近１ 

期または直近１ 

年間の課税所得 

金額がゼロであ 

る事業者 

補助事業の終 

了時点におい

て、常時使用 

する従業員の 

数が小規模事 

業者として定 

義する従業員 

数を超えてい 

ること 

将来的に事業 

承継を行う予 

定があり、新 

たな取組を行 

う後継者候補 

として、「ア 

トツギ甲子園」

のファイナリ 

ストになった 

事業者を対象 

に政策支援 

産業競争力強 

化法に基づく

「認定市区町

村」または 

「認定市区町

村」と連携し 

た「認定連携 

創業支援等事 

業者」が実施 

した「特定創 

業支援等事業」

による支援を 

公募締切時か 

ら起算して過 

去３か年の間 

に受け、かつ、

過去３か年の 

間に開業した 
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事業者である 

こと 

（注）複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同申請の場合は、通常枠のみ申請可能です。また、補助上限 

額は「１事業者あたりの補助上限額（50 万円）×連携小規模事業者等の数」の金額となります（ただし、 

500万円を上限とします）。 

補助対象経費 

補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。

また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。 

⑴機械装置等費、⑵広報費、⑶ウェブサイト関連費、⑷展示会等出展費、⑸旅費、⑹開発費、⑺資 

料購入費、⑻雑役務費、⑼借料、⑽設備処分費、⑾委託・外注費 

申請期限 

   第 12回：令和５年６月１日（木）  

（事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則令和５年５月 25日（木）） 

第 13回：令和５年９月７日（木）  

（事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：原則令和５年８月 31日（木）） 

※ 電子申請の場合は、締切当日 23：59まで受付。郵送の場合は当日消印有効 

申請手続き 

 商工会の管轄地域内で事業を営んでいる方と商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる方は申 

請先等が異なりますので、ご留意ください。 

① 郵送申請方式 

申請先あてに郵送（封筒の表に「一般型 応募書類在中」とお書きください。）してください。 

郵送の際には、申請に必要な書類を送付してください。 

申請先（商工会の管轄地域内で事業を営んでいる方） 

 【千葉県商工会連合会 小規模事業者持続化補助金事務局】 

    〒２６０－００１３ 千葉市中央区中央４－16－１ 建設会館ビル５階 

  申請先（商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる方） 

【一般型】商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局 

〒１５１－８７９９ 代々木郵便局留め 

②  オンライン申請方式 

補助金申請システム（名称：Ｊグランツ）による申請となります（単独申請の場合のみが利用 

できます）。Ｊグランツを利用するにはＧビズＩＤプライムアカウントの取得が必要です。アカ 

ウントの取得には３～４週間程度を要しますので、利用ご希望で未取得の方は、お早めに利用登 

録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続き 

においても活用いただけます。詳細は、下記ホームページをご覧ください。 

       https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 

申請先（商工会の管轄地域内で事業を営んでいる方） 

 https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000006EspeEAC 
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申請先（商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる方） 

   https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000006EplyEAC 

申請に必要な書類 

(１) 申請書類に不備があった場合、不採択となります。「公募要領」「参考資料」「応募時提出 

資料・様式集」を必ず確認し、申請に必要な要件等を確認の上、書類を作成、用意してくださ 

い。提出資料一覧は「応募時提出資料・様式集」を参照ください。 

（２） 補助金事務局に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書」（様式２・ 

   ３）の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所に提出してくだ 

さい（訪問時には事前にご連絡をお願いします）。申請者に事業計画の内容や提出書類の過不 

足（特別枠に申請される場合は、要件を満たしているかも含む）等について確認をさせていた 

だきます。 

  地域の商工会は 271ページ、商工会議所は 272ページをご参照ください。 

 なお、地域の商工会・商工会議所の「事業支援計画書（様式４）」発行の受付締切は、原則 

申請締切の１週間前となります。） 

 ＜申請手続きにおける留意点＞ 

本事業は、小規模事業者自身が、経営計画・補助事業計画等の作成時や採択後の補助事業実 

施の際に、商工会・商工会議所の支援を直接受けながら取り組む事業です。このため、社外の 

代理人のみで、地域の商工会・商工会議所へ相談や「事業支援計画書（様式４）」の発行依頼 

等を行うことはできません。 

※ （２）において「経営計画書」および「補助事業計画書」（様式２・３）の写しを地域 

  の商工会・商工会議所へ提出した後、必要があれば、内容を加筆・修正して、補助金事 

務局へ提出しても構いません（ただし、その際には、実際に補助金事務局に提出した最 

終版の写しを、地域の商工会・商工会議所に必ず提出してください。）。 

（３）後日、地域の商工会・商工会議所が「事業支援計画書」（様式４）を発行するので、受け取 

ってください。 

全ての共同事業者が同一商工会地区又は

商工会議所地区の場合 

全ての共同事業者が同一の商工会地区若しくは商工会議所地

区の場合は、当該商工会、商工会議所が全事業者分をまとめ

て１通の「様式４」を作成・交付します。 

代表事業者がＡ商工会地区に所在するほ

か、Ｂ商工会（あるいはＣ商工会議所）

地区にも参画事業者がいる場合 

Ａ商工会が代表事業者の「様式４」を作成・交付するほか、

Ｂ商工会（あるいはＣ商工会議所）が参画事業者の「様式

４」を作成・交付します。 

（全ての「様式４」を一つにまとめ、その他の書類とあわせ

て、代表事業者（商工会地区）が申請書類を「商工会地区 補

助金事務局」へ送付するものとします。） 
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＜共同申請の場合の「事業支援計画書」（様式４）の作成・交付について＞ 

（４） 受付締切までに、必要な提出物を全て揃え、補助金事務局まで郵送（持参・宅配便での送

付は受け付けません。）または電子申請（単独申請のみ対象）により提出してください。 

〔提出書類〕 

（全申請者が必須の提出書類） 

 ① 単独申請書類 

 

 書類名 法人 個人 NPO 種別 

１ 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書（様式１―１） ○ ○ ○ 原本 

２ 経営計画書兼補助事業計画書①（様式２―１） ○ ○ ○ 原本 

３ 補助事業計画書②（様式３―１） ○ ○ ○ 原本 

４ 事業支援計画書（様式４）〔地域の商工会・商工会議所が作成〕 ○ ○ ○ 原本 

５ 補助金交付申請書（様式５） ○ ○ ○ 原本 

６ 宣誓・同意書（様式６） ○ ○ ○ 原本 

７ 電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＵＳＢメモリ等）【郵送申請の場合のみ】 

※ 様式１―１、様式２―１、様式３―１、様式５の電子データ 

を保存して送付してください。 

 電子媒体に保存いただいたデータをもとに、採択審査を行い 

ます（電子媒体の送付がない場合は採択審査ができません。）。 

○ ○ ○ 

 

 

― 

８ 貸借対照表および損益計算書（直近１期分）   

※ 損益計算書がない場合、法人税の確定申告書別表一（受付印の 

あるもの）及び別表四（所得の簡易計算）を添付してください。 

○ ― ― 

 

写し 

９ 株主名簿 ○ ― ― 写し 

10 確定申告書【所得税の第一表（受付印のあるもの）、第二表及び収

支内訳書（１・２面）または所得税の青色申告決算書（受付印のあ

るもの）または開業届（受付印のあるもの）】 

※ 確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、

税務署が発行する、「納税証明書（その２：所得金額の証明

書）」（コピー不可）を追加で提出してください。 

― ○ ― 写し 

11 貸借対照表および活動計算書（直近１期分） ― ― ○ 写し 

12 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 

（申請書の提出日から３か月以内の日付のもの） 
― ― ○ 原本 

代表事業者がＤ商工会議所地区に所在す

るほか、Ｅ商工会地区にも参画事業者が

いる場合 

代表事業者が商工会議所地区の場合には、商工会議所地区 補

助金事務局へ申請ください。 

※この場合、Ｄ商工会議所が代表事業者分の「様式４」を作 

成・交付するほか、Ｅ商工会が参画事業者の「様式４」を作 

成・交付します。 
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13 法人税確定申告書（別表一（受付印のある用紙）および別表四（所

得の簡易計算）） 
― ― ○ 写し 

 

② 共同申請書類 

 書類名 法人 個人 NPO 種別 

１ 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書（様式１―２） ○ ○ ○ 原本 

２ 経営計画書兼補助事業計画書①（様式２―２） 

（共同申請各社ごとに作成） 
○ ○ ○ 

原本 

３ 補助事業計画書②（様式３―２） 

（共同申請グループ全体で一つの計画を作成） 
○ ○ ○ 

原本 

４ 事業支援計画書（様式４）〔地域の商工会・商工会議所が作成〕 ○ ○ ○ 原本 

５ 補助金交付申請書（様式５） ○ ○ ○ 原本 

６ 宣誓・同意書（様式６） 

（共同申請各社ごとに作成） 
○ ○ ○ 

原本 

７ 電子媒体（ＣＤ－Ｒ・ＵＳＢメモリ等）【郵送申請の場合のみ】 

※ 様式１―２、様式２―２、様式３―２、様式５の電子データ 

を保存して送付してください。 

 電子媒体に保存いただいたデータをもとに、採択審査を行い 

ます（電子媒体の送付がない場合は採択審査ができません。）。 

○ ○ ○ 

 

 

― 

８ 貸借対照表および損益計算書（直近１期分）   

※ 損益計算書がない場合、法人税の確定申告書別表一（受付印の 

あるもの）及び別表四（所得の簡易計算）を添付してください。 

○ ― ― 

 

写し 

９ 株主名簿 ○ ― ― 写し 

10 確定申告書【所得税の第一表（受付印のあるもの）、第二表及び収

支内訳書（１・２面）または所得税の青色申告決算書（受付印のあ

るもの）または開業届（受付印のあるもの）】 

※ 確定申告書を書面提出した方で表紙に受付印がない場合には、

税務署が発行する、「納税証明書（その２：所得金額の証明

書）」（コピー不可）を追加で提出してください。 

― ○ ― 写し 

11 貸借対照表および活動計算書（直近１期分） ― ― ○ 写し 

12 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 

（申請書の提出日から３か月以内の日付のもの） 
― ― ○ 原本 

13 法人税確定申告書（別表一（受付印のある用紙）および別表四（所

得の簡易計算）） 
― ― ○ 写し 

14 連携する全ての小規模事業者の連名で制定した共同実施に関する規

約 
○ ○ ○ 写し 
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２ 希望する枠により追加的に必要となる書類  

希望する枠 書類名 法人 個人 NPO 種別 

賃金引上げ枠 賃金引上げ枠申請に係る誓約書（様式７） 

（自署または記名捺印のうえ提出） 
○ ○ ○ 原本 

労働基準法に基づく賃金台帳 ○ ○ ○ 写し 

〈赤字事業者（法人）のみ〉 

直近の法人税確定申告書（別表一（受付印のある用

紙）および別表四（所得の簡易計算）） 

○ ― ― 

 

写し 

卒業枠 賃金引上げ枠申請に係る誓約書（様式８） 

（自署または記名捺印のうえ提出） 
○ ○ ○ 原本 

創業枠 「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した

「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業

支援等事業」による支援を受けたことの証明書 

○ ○ ○ 写し 

現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 

（申請書の提出日から３か月以内の日付のもの） 
○ ― ○ 原本 

開業届（税務署受付印のあるもの） ― ○ ― 写し 

インボイス枠 インボイス枠申請に係る誓約書（様式９） 

（自署または記名捺印のうえ提出） 
○ ○ ○ 原本 

 

３ 希望する加点等により追加的に必要となる書類  

希望する加点等 書類名 法人 個人 NPO 種別 

事業継承 事業継承診断票（様式 10） 

〔地域の商工会・商工会議所が作成〕 
○ ○ ○ 原本 

代表者の生年月日が確認できる公的書類 

（共同申請の場合は、該当する各社ごとに必要） 
○ ○ ○ 写し 

「後継者候補」の実在確認書類 

（ⅰ）会社で「他の役員（親族含む）の場合」 

  ⇒ 現在事項全部証明書または履歴事項全部証明 

   書（申請書の提出日から３か月以内の日付のも 

の） 

（ⅱ）会社または個人事業主で「従業員（親族含む）

の場合」 

  ⇒ 当該従業員に係る「雇用契約書」の写し 

（ⅲ）個人事業主で「家族専従者」の場合 

  ⇒ 既提出の「確定申告書」または「青色申告決

算書」において確認可能なら、追加資料は不要 

（ⅳ）上記以外の場合 

○ ― ― 

原本 

・ 

写し 
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  ⇒ 実在確認書類用の公的書類（本人の運転免許

証の写しや住民票等） 

東日本大震災 

加点 

食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書（受領

印押印済み） 
○ ○ ○ 写し 

事務所賃料関係 補助対象となる事務所賃料の「金額」と事務所「床面

積」が確認できる書類 
○ ○ ○ 写し 

（補助対象とならない部分が総床面積に含まれている

場合）補助対象となる部分を説明した文書 
○ ○ ○ 原本 

     

 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

＜商工会の管轄地域内で事業を営んでいる方＞（全国商工会連合会） 

     https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 

＜商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる方＞（日本商工会議所） 

     https://r1.jizokukahojokin.info/ 

 

●  独立行政法人 中小企業基盤整備機構では、中小企業生産性革命推進事業における、「ものづ

くり・商業・サービス補助」「持続化補助」「IT導入補助」の 3つの補助事業については、「通

常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者

を対象に「特別枠」を設けました。今回、緊急事態宣言の解除等を踏まえ、中小企業の事業再開

を強力に後押しするため、「事業再開支援パッケージ」として業種別ガイドライン等に基づいて

行う取組への支援を拡充しました。 

・ ものづくり・商業・サービス補助 

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：1,000万円 補助率中小１/２、小規模２/３ 

【特別枠】補助上限：1,000万円 補助率：A類型２/３、B・C類型３/４ 

【事業再開枠（特別枠の上乗せ）】補助上限：50万円定額（10/10） 

・ 持続化補助 

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：100万円 補助率：A類型２/３、B・C類型３/４ 

【事業再開枠（通常枠・特別枠の上乗せ）】補助上限：50万円定額（10/10） 

・ ＩＴ導入補助 

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：30～450万円 補助率：１/２ 

【特別枠】補助上限：30～450万円 補助率：A類型２/３、B・C類型３/４  

※ハードウェア（PC、タブレット端末等）のレンタルも対象に 
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詳細は、下記中小企業基盤整備機構のポータルサイトからご確認ください。 

       https://seisansei.smrj.go.jp/ 

 

●  日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来して 

いるみなさまを対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「小規模事業者経営改善融 

資（商工会や商工会議所の経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が対象）」等を取り扱 

っております。 

【新型コロナウイルス感染症関連特別貸付制度の概要】 

  新型コロナウイルス感染症特別貸付（国民生活事業、中小企業事業） 

  貸付対象者  新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方 

   資金使途      新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備 

資金および運転資金 

貸付限度額     別枠 6,000万円（国民生活事業） 

   別枠 直接貸付 ３億円（中小企業事業） 

貸付期間    設備資金 20年以内（うち据置期間５年以内） 

       運転資金 15年以内（うち据置期間５年以内） 

 概要 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html 

 

一般の中小企業・小規模事業者に加え、生活衛生関係の事業者は、「衛生環境激変対策特別貸 

付制度」、「新型コロナウイルス感染症対策衛経融資」及び「新型コロナウイルス感染症に係る 

衛生環境激変対策特別貸付」などの支援策を活用することができます。 

 衛生環境激変対策特別貸付制度 

    貸付対象者 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店営業者、喫茶店営業者及 

び旅館業を営む者 

資金使途  経営を安定させるために必要な運転資金 

貸付限度額 飲食店営業及び喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円 

貸付期間  ７年以内（うち据置期間２年以内） 

その他   新創業融資制度および振興事業促進支援融資制度は適用できません。 

 概要 https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html 

 【事業資金相談ダイヤル】 

０１２０－１５４－５０５（フリーダイヤル）（受付時間 平日 ９:００～１９:００） 
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 【千葉県内支店】（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

名称 所在地、電話番号 業務区域 

千葉支店 

中小企業事業 

〒260-0028 

千葉市中央区新町1000 

センシティタワー11階 

043-243-7121 

千葉市（中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、

美浜区）、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津

市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野

市、勝浦市、市原市、八千代市、鴨川市、鎌ケ谷市、

君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街

市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、い

すみ市、大網白里市、神崎町、多古町、東庄町、九十

九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、白子町、長柄

町、長南町、睦沢町、長生村、大多喜町、御宿町、鋸

南町、酒々井町、印西市のうち旧印旛村 

千葉支店 

農林水産事業 

同上14階 

043-238-8501 
千葉県全域 

千葉支店 

国民生活事業 

同上12階 

043-241-0078 

千葉市（中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、

美浜区）、銚子市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉

市、東金市、旭市、市原市、君津市、四街道市、袖ケ

浦市、八街市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、い

すみ市、大網白里市、酒々井町、神崎町、多古町、東

庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、白子

町、長柄町、長南町、睦沢町、長生村、大多喜町、御

宿町 

船橋支店 

国民生活事業 

〒273-0005 

船橋市本町１-10-10 

船橋商工会議所会館１階 

047-433-8252 

市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、浦

安市 

館山支店 

国民生活事業 

〒294-0045 

館山市北条1063-２ 

0470-22-2911 

館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、鋸南町 

松戸支店 

国民生活事業 

〒271-0091 

松戸市本町７-10 

ちばぎんビル５階 

047-367-1191 

松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、印西市、

白井市、栄町 
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● セーフティネット保証（経営安定関連保証） 

セーフティネット保証（経営安定関連保証）は、中小企業信用保険法で定める要因によって経営

の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、

資金調達の円滑化を図る制度です。 

 本店所在地（個人事業者の場合は確定申告書上の事業所所在地）の市町村長の認定を受けること

により、通常の保証枠とは別枠で、最大で無担保8,000万円・有担保2億円の保証の利用申込ができ

ます。 

【千葉県信用保証協会】 

○ 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口 

・ 本店保証部 ０４３－２２１－８１１１ 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

・ 松戸支店   ０４７－３６５－６０１０ 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

資金繰り支援制度 

（中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第２条第５項及び第６項関連） 

制度名 セーフティネット保証４号 セーフティネット保証５号 （参考）危機関連保証 

制度概要 自然災害等の突発的事由

（噴火、地震、台風等）に

より経営の安定に支障を生

じている中小企業者への資

金供給の円滑化を図るた

め、災害救助法が適用され

た場合及び都道府県から要

請があり国として指定する

必要があると認める場合

に、信用保証協会が通常の

保証限度額とは別枠で借入

債務の100％を保証する制

度 

全国的に業況の悪化してい

る業種に属することによ

り、経営の安定に支障を生

じている中小企業者への資

金供給の円滑化を図るた

め、信用保証協会が通常の

保証限度額とは別枠で80％

保証を行う制度 

東日本大震災やリーマンシ

ョックといった危機時に、

全国・全業種※を対象とし

て、信用保証協会が通常の

保証限度額（2.8億円)及び

セーフティネット保証の保

証限度額（2.8億円）とは

別枠（2.8億円）で借入債

務の100%を保証する制度 

対象中小

企業者 

①指定地域において１年間

以上継続して事業を行って

いること。 

②災害の発生に起因して、

当該災害の影響を受けた

後、原則として最近1か月

の売上高等が前年同月に比

して20％以上減少してお

①指定業種に属する事業を

行っており、最近３か月間

の売上高等が前年同期比５

％以上減少 

②指定業種に属する事業を

行っており、製品等原価の

うち20％以上を占める原価

のうち20％以上を占める原

指定案件に起因して、原則

として、最近１か月間の売

上高等が前年同月比で15％

以上減少しており、かつ、

その後2か月間を含む３か

月間の売上高等が前年同期

比で15％以上減少すること

が見込まれること。 
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り、かつ、その後２か月を

含む３か月間の売上高等が

前年同期に比して20％以上

減少することが見込まれる

こと。 

油等の仕入価格が20％以上

上昇しているにもかかわら

ず、製品等価格に転嫁でき

ていていない中小企業者

（売上高等の減少につい

て、市区町村長の認定が必

要） 

保証条件 ①対象資金：経営安定資金 

②保証割合：100％保証 

③保証限度額：一般保証と

は別枠で２億8,000万円 

※セーフティネット保証５

号とは併用可だが、同じ枠

になる。 

①対象資金：経営安定資金 

②保証割合：80％保証 

③保証限度額：一般保証と

は別枠で２億8,000万円 

※セーフティネット保証４

号とは併用可だが、同じ枠

になる。 

①対象資金：経営安定資金 

②保証割合：100％保証 

③保証限度額：一般保証等

とは別枠で２億8,000万円 

指定期間 令和２年３月２日 

～令和５年６月30日 

令和２年３月13日 

～令和５年６月30日 

令和２年３月13日 

～令和３年12月31日 

（指定期間終了） 

（注）１ 危機関連保証の指定期間は、令和３年12月31日をもって終了しました。このため、市町村長による

新たな認定はできませんので、ご留意願います。 

２ 売上高等の減少について、市町村長の認定が必要となります。 

３ セーフティネット保証４号・５号 

ⅰ）指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市町村長に対して事業者が認定申請を行うことがで

きる期間をいいます。 

ⅱ）指定期間内に市町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会

へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象と

なります。 

ⅲ）認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へ

セーフティネット保証の申込みをすることが必要です。 

   ４ 危機関連保証（指定期間終了） 

   ⅰ）指定期間とは、市町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができ

る期間をいいます。 

ⅱ）認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協

会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定

期間の期間内に実行する必要があります。 
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●  新型コロナウイルス感染症対応伴走支援資金 

千葉県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一定の売上減少（▲15％以上）があり、 

金融機関の継続的な伴走支援により経営行動計画（売上目標の設定、経営改善の取組）を策定した 

中小企業者等が、低利で利用することができる資金を制度化しました。 

また、信用保証料について、国からの補助により、事業者負担が軽減されています。市中の金融 

機関からの貸出となります。    

【商工労働部経営支援課〈融資制度〉】 

  ０４３－２２３－２７０７（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

【新型コロナウイルス感染症対応伴走支援資金の概要】 

融資条件  セーフティネット保証４号・５号、普通保証のいずれかを利用する中小企業者 

   資金使途             運転資金及び設備資金 

   融資限度額             6,000万円以内（１保証あたり） 

       融資期間（据置期間）  10年以内（５年以内） 

   取扱期間                 令和６年３月31日までに信用保証協会受付分まで 

    概要 https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/press/2021/bansou0217.html 

その他補助金等及び融資相談窓口 

 【千葉県産業振興センター〈経営相談〉】 

○ チャレンジ企業支援センター 

 ０４３－２９９－２９０７ 

（受付時間 平日 ９:００～１９:００、土日・祝日 ９:００～１７:００） 

   ○ 千葉県よろず支援拠点 

    ０４３－２９９－２９２１ 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００、土日・祝日 １０:００～１７:００） 

  【千葉県商工会連合会】 ０４３－３０５－５２２２ 

【千葉県内の各商工会】（271ページを参照ください。） 

【千葉県内の各商工会議所】（272ページを参照ください。） 

【商工中金（商工組合中央金庫）】 

   ○ 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口 

    ・ 千葉支店  ０４３－２４８－２３４５（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

    ・ 松戸支店  ０４７－３６５－４１１１（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

    ・ 浦安出張所 ０４７－３５５－８０１１ 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００・１３:００～１５:００） 

※ 営業休日（土日・祝日）及び初めてのお客様 

０１２０－５４２－７１１（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～１７:００） 
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  【独立行政法人 中小企業基盤整備機構ホームページ〔新型コロナウイルス関連;千葉県及び 

千葉県内市〕】 

補助金・助成金・融資情報  https://j-net21.smrj.go.jp/support/chiba.html 

        休業協力金          https://j-net21.smrj.go.jp/support/kyugyo.html 

 

● 千葉県では、中小企業等が、新型コロナウイルス感染症による影響を乗り切り、新たな社会経済 

 状況の下で更なる成長を実現していただく際の力になれるよう、各種の支援情報を「中小企業等に 

向けた支援策ガイドブック～新型コロナウイルス感染症対応～」という形で取りまとめています。 

   詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。 

     https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/genkist/guidebook.html 

 

● 中小企業庁では、下請取引の適正化を推進することを目的として、公益財団法人 全国中小企業振

興機関協会と都道府県に設置された中小企業振興機関（千葉県は、公益財団法人 千葉県産業振興セ

ンター）に委託して、「下請かけこみ寺」を設置し、中小企業・小規模事業者の取引上のお悩み相

談を広く受け付けています。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、お困りの方は、相談を受け

たこと自体も秘密として取り扱いますので、安心してご相談ください。紛争の相手先への連絡も当

然しません。  

【公益財団法人 全国中小企業振興機関協会ほか】 

０１２０－４１８－６１８（フリーダイヤル） 

 ※お近くの「下請かけこみ寺」につながります。 

（受付時間 平日 ９:００～１２:００、１３:００～１７:００（祝日を除く）） 

【公益財団法人 千葉県産業振興センター 取引振興室】 

  ０４３－２９９－２６５４ 

  詳しくは、全国中小企業振興機関協会ホームページをご覧ください。 

    https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/index.htm 

 

 

 

 

 

● 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症患者受入れ医療機関の支援に関する総合的な相談を

行うコールセンターを設置しました。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（医療分） 等

による支援策等に関する相談に応じています。   

【厚生労働省新型コロナ患者受入れ医療機関の支援に関する総合相談ダイヤル】 

  ０１２０－０２４－７００（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９：３０～１８：００（土日祝日の他、行政機関の休日を除く）） 

 

16 医療機関、介護事業所、障害福祉サービス施設・事

業所等向け相談窓口 

 

 

https://j-net21.smrj.go.jp/support/kyugyo.html
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● ワクチン接種業務に従事する医療職については、ワクチン接種業務に従事したことによる給与収

入については、健康保険の被扶養者・国民年金の第３号被保険者の収入確認の際には収入に算定し

ない臨時的な特例を設けています。 

 対象者 ワクチン接種業務に従事する医療職（医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、 

  准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士） 

 対象となる収入 令和３年４月から令和５年３月末までのワクチン接種業務に対する賃金 

 手続の方法 ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主（市（区）町村、医療機関等）から「新型コ 

 ロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶 

養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。 

 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19044.html 

 

 

 

 

● 農林水産省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける農林漁業者・食品関連事業者に対し、

事業目的別の支援策を行っています。 

  詳しくは、農林水産省のホームページをご覧ください。 

    https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/support.html 

  新型コロナウイルス感染症の広がりに係る、農業者や食品事業者等からの相談に適切に対応する

ため、相談窓口を設置しました。  

 【関東農政局企画調整室】 

  ０４８－７４０－０３１１、０４８－７４０－００１６ 

（受付時間 平日 ９：００～１７：００） 

ＦＡＸ番号 ０４８－６００－０６０２ 

  

● 日本政策金融公庫では、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の維持が困難な農林漁業

者を対象に、一時的な影響に対し、緊急的対応するために必要な長期資金を融資しています。   

【日本政策金融公庫千葉支店（農林水産事業）(業務区域：千葉県全体)】 

０４３－２３８－８５０１（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

 

●  千葉県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、農林漁業の安定した経営に支障が生じた 

農林漁業者を対象に、融資制度や農業者向けの情報をご紹介しています。 

 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた農林漁業者が利用できる制度融資のご案内 

 （千葉県ホームページ）  

https://www.pref.chiba.lg.jp/dantai/kinyuu/nougyou-kinyuu/shousai/coronavirus.html 

17 農林漁業者・食品関連事業者向け相談窓口 
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● 関東運輸局では、感染症等を起因とした旅行者の減少等、経営環境の変化に直面している業者や

旅行業者の不安を解消するため、特別相談窓口を開設し、状況や要望をお聞きした上で、活用可能

な支援策の紹介等を行っています。 

 

 

 

 

● 関東運輸局では、感染症等を起因とした外国人旅行者の減少等の変化に直面している通訳案内士

の不安を解消するため、特別相談窓口を開設し、状況や要望をお聞きした上で、活用可能な支援策

の紹介等を行っています。    

 

【通訳案内士向け特別相談窓口（関東運輸局観光部観光地域振興課）】 

   電話番号 ０４５－２１１－７２６５ 

   ＦＡＸ   ０４５－２１１－７２７０ 

 

 

 

 

● 関東運輸局では、小学校、中学校、高等学校等の休校や大規模イベントの延期・中止、公共施設

の休館等による利用者の減少や運転者不足等の影響を受け、事業計画、運行計画の見直し等を検討

されている運送事業者の方からの相談に応じています。   

【関東運輸局自動車交通部】 

   ・ 旅客第一課（バス・レンタカー担当）  ０４５－２１１－７２４５ 

   ・ 旅客第二課（タクシー・ハイヤー担当） ０４５－２１１－７２４６ 

   ・ 貨物課（トラック担当）        ０４５－２１１－７２４８ 

【千葉運輸支局輸送担当】            ０４３－２４２－７３３６（内線２） 

 

● 関東運輸局では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、観光客の減少・物流の停滞等、経営

環境の変化に直面している海事関係事業者からの相談や要望にきめ細かく対応するため、特別相談

窓口を開設し、活用可能な支援策の紹介等を行っています。  

【海事関係事業者向け特別相談窓口（関東運輸局海事振興部）】 

  ・ 旅客船（旅客課）         ０４５－２１１－７２１４ 

   ・ 貨物船（貨物課）         ０４５－２１１－７２７２ 

   ・ 港湾運送（港運課）        ０４５－２１１－７２１５ 

   ・ 造船・舶用工業（船舶産業課）   ０４５－２１１－７２２３ 

【宿泊事業者・旅行業者等向け特別相談窓口（関東運輸局観光部観光企画課）】 

  電話番号 ０４５－２１１－１２５５     

  ＦＡＸ   ０４５－２１１－７２７０ 

19 旅客自動車運送事業者・海事関係事業者向け相談窓口 

 

 

18 宿泊事業者・旅行業者等向け相談窓口 
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● 文部科学省及び独立行政法人日本学生支援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた

学生等については、給付奨学金新制度及び貸与型奨学金で家計急変対応をとってきたほか、大学等

においても、授業料納付の延期、各大学等独自の減免措置などを実施していただいております。 

【独立行政法人日本学生支援機構 奨学金相談センター】 

０５７０―６６６―３０１（ナビダイヤル） 

〈海外からの電話、一部携帯電話、一部ＩＰ電話 ０３―６７４３―６１００〉 

     （受付時間 平日９:００～２０:００（祝日を除く)） 

【給付奨学金（家計急変）の概要】 

   予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急

に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給

付奨学金及び授業料等減免の支援対象となります。 

原則として、急変事由発生日から３か月以内に申し込む必要があります。 

毎月の支給額は、３か月ごと（提出した給与明細等の証明書が12か月以上となった後は、１年

ごと）に家計急変に該当する生計維持者の［給与明細書＋その他の所得があればその証明書］に

基づき支援区分の見直しを行います。 

※授業料等の減免 

給付奨学金の支給対象の学生は、授業料等の減免も同時に受けることができます。ただ 

し、別途、在学校での申込みが必要ですので、詳細については、在学校に問い合わせてく 

ださい。 

  対象機関（確認大学等）・支給対象 

   給付奨学金の対象校として国又は自治体の確認を受けた大学等（「確認大学等」という。）の

学生 

   ※確認大学等は、文部科学省のホームページよりご確認ください。  

      https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421393_00003.htm 

  支給金額 

（1）一般の課程 

           給付奨学生として採用されてから正規の卒業時期まで、世帯の所得金額に基づき定期的に 

見直される区分に応じて、学校の設置者（国公立・私立）及び通学形態（自宅通学・自宅 

外通学）等により定まる 

（2）通信教育課程 

正規の卒業年度まで、世帯の所得金額に基づき定期的に見直される区分に応じて、授業 

態（印刷教材、スクーリング、放送、メディア）、学校の設置者（国公立・私立）、通学 

形態（自宅通学・自宅外通学）に関わらず、一定額 

※  「一般の課程」、「通信教育課程」のいずれにおいても、あなたが以下のいずれかの国 

20 学生・奨学金返還者向け相談窓口 
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費による給付金（下記)を受けている間は、給付奨学金の支給が０円となります。 

教育訓練支援給付金、訓練延長給付、技能習得手当及び寄宿手当、職業訓練受講給付金、 

高等職業訓練促進給付金、職業転換給付金 

※ 給付金額は、独立行政法人日本学生支援機構のホームページよりご確認ください。  

  https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kingaku.html 

 

【貸与奨学金（緊急採用・応急採用）】 

   新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、修学に要する費用が増加したことによ

り家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた場合は、次により奨学生として採用します。 

   緊急採用（第一種奨学金）（無利息） 

現在在学している学校で申込みをしてください。家計急変の事由が発生してから12か月以 

内に申し込む必要があります。入学月を限度として家計急変の事由が発生した月以降で申込 

者が希望する月から採用年度末まで。ただし、１年ごとに「緊急採用奨学金継続願」を提出 

することにより、修業年限を限度として延長することができます。 

これまでに日本学生支援機構の奨学金を借りたことのある人は、申し込むことができない場

合や借りられる期間（貸与終期）が制限される場合があります。休学中、留年中（過去の休学

が事由によるものは除く）、留学中の人は、申込みできません。また、外国籍の人は申込資格

に制限がありますので、必ず学校に確認してください。 

※ 貸与金額は、独立行政法人日本学生支援機構のホームページよりご確認ください。 

    https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/kingaku/index.html 

応急採用（第二種奨学金）（有利息） 

現在在学している学校で申込みをしてください。その他の要件は、緊急採用（第一種奨学金） 

に準じます。 

※ 貸与金額は、独立行政法人日本学生支援機構のホームページよりご確認ください。 

   https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/kingaku.html 

 

【緊急特別無利子貸与型奨学金】 

新型コロナウイルス感染症の拡大による影響により、アルバイト収入等が大幅に減少した学 

 生等を対象とした緊急支援として一定期間、特別の貸与を行う「緊急特別無利子貸与型奨学金」 

を実施します。 

本奨学金は、第二種奨学金（有利子）制度を活用しつつ利子分を国が補填し、実質無利子に 

て貸与するものです。 

   対象者 

国内の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程の在学の方が対象です。 

※ 高等専門学校は４、５年生が対象です。 

要件 

以下の全てに当てはまる人です。 
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（1） 第二種奨学金の推薦基準（人物・学力・家計）を満たしていること 

（2） 推薦時において、第二種奨学金の貸与を受けていないこと 

（3） 家庭から多額の仕送りを受けていないこと（仕送り額が年間150万円以上ではないこと） 

（4） 生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと 

（5） 学生等本人のアルバイト収入について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により 

大幅に減少したこと（「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」の実施区域となった 

こと等により、令和３年度において新型コロナウイルス感染症拡大の影響でアルバイト 

収入が50％以上減少した。予定していたアルバイトにつけず見込んでいた収入が得られ 

なくなった等） 

※（3）～（5）は当該要件を確認した上で、大学等が推薦します。 

   申込時期 

年間を通じて随時 

（ただし、令和４年度限りの支援のため、学校ごとに定められる最終申込期限までに申込を 

完了する必要があります。） 

   貸与期間 

貸与始期 「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の適用等に伴い、アルバイト収 

入が大幅に減少した月以降で、令和４年４月から令和５年３月の範囲で希望する月 

を選択 

貸与終期 令和５年３月まで（令和４年度限りの貸与となります。） 

貸与金額 

第二種奨学金と同様の額（例；大学生 月額20,000円～120,000円（10,000円刻み））を選択 

できます。 

申込先 

本奨学金の貸与を希望する人は、在学している学校の奨学金窓口に申し出てください。 

 

詳しくは、独立行政法人日本学生支援機構のホームページをご覧ください。 

  https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_2shu/kinkyumurishi.html 

 

● 文部科学省では、国公私立問わず、高等学校等に通う所得等の要件を満たす世帯の生徒に対し

て、授業料に充てるための高等学校等就学支援金を給付しています。  

公立高等学校等の場合  千葉県教育庁企画財政部財務課 

             ０４３－２２３－４０９４ 

私立高等学校等の場合  千葉県総務部学事課私学振興班 

             ０４３－２２３－２１５５ 

  【高等学校等就学支援金の概要】 

高校等に通う生徒等に対し、授業料の一部又は全部を支援する制度です。世帯所得や通う学

校種により、支給の有無や金額が異なります。 
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   支給対象者  

・国公私立の高等学校（全日制、定時制、通信制） 

・中等教育学校後期課程 

・特別支援学校の高等部 

・高等専門学校（1～3学年） 

・専修学校（高等課程） 

・専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校 

・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校（文部科学省告示で指定） 

※修学期間３年（定時制・通信制は４年）を超えて在学している生徒及び専攻科、別科の生

徒や、科目履修生、聴講生（専攻科については別に授業料等に対する支援があります。）

は、対象となりません。 

※保護者等の所得（年収目安約９１０万円以上）の方については、対象となりません。なお、 

 入学時に支給対象外であっても、その後の世帯状況等によって支給基準を満たすようにな

った場合、認定を受けることで支給を受けることができます。 

申請先 入学時等に学校から案内があるので、必ず申請書類を学校に提出してください。 

 申請書類 ①申請書 

②保護者等のマイナンバーを明らかに出来る書類（マイナンバーカードの写し、マイナ

ンバー通知カードの写し、マイナンバーが記載された住民票等の写し等。） 

※他にも、都道府県ごとに必要書類や申請方法を定めている場合があるので、学校から

の案内に沿って提出してください。 

 就学支援金の支給方法 

  就学支援金は、学校設置者（都道府県、学校法人等）が生徒本人に代わって受け取り、授業料に

充てます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。 

国公立高校は授業料負担が実質０円になります。私立高校等の場合、授業料と就学支援金との差

額は、御負担いただく必要があります。詳細については、学校へお問い合わせ下さい。 

  詳しくは、文部科学省ホームページをご覧ください。 

   https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342674.htm 

 

● 独立行政法人日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響による現下の経済情 

勢において経済困難となり奨学金の返還が困難となった方に対し、下記のとおり返還期限猶予 

について臨時対応を行います。 

【独立行政法人日本学生支援機構 奨学金相談センター】 

０５７０―６６６―３０１（ナビダイヤル） 

〈海外からの電話、一部携帯電話、一部ＩＰ電話 ０３―６７４３―６１００〉 

     （受付時間 平日９:００～２０:００（祝日を除く)） 
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【返還期限猶予の概要】 

経済困難の認定にあたっての収入・所得金額の基準(見込み可) 

・給与所得者…給与収入金額(税込み)300万円以下 

・給与所得以外の所得を含む場合…年間所得金額（必要経費等控除後）200万円以下 

   減額の返還制度等の手続き 

減額の返還制度（毎月の返還額を減額して返還すること）と返還期限の猶予（一定期間返 

還期限を延期する制度であり、返還すべき元金や利子が免除されるものではありません。） 

が選択できます。 

マイナンバーおよび所定の書類の提出が必要です。審査により承認された期間については 

返還の必要がありません。適用期間後に返還が再開され、それに応じて返還終了年月も延期 

されます。 ただし承認されない場合は返還を継続する必要があります。  

 詳しくは、独立行政法人日本学生支援機構のホームページよりご確認ください。 

           https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan_konnan/yuyo/index.html 

 

 ● 千葉県では、高等学校等に在学中の学生に対する、奨学資金〔貸与型〕の貸付申請を受け付けて

います。新型コロナウイルス感染症等に係る緊急貸付は、令和２年度に終了しています。    

【千葉県教育庁企画管理部財務課育英班】 

０４３－２２３－４０２７ 

 ＦＡＸ ０４３－２２１－４６３２ 

【千葉県奨学資金の概要】 

申請資格 以下の条件を全て満たすことが必要です。 

・ 高等学校等（予約募集の場合は中学校）に在学する者であること（中等教育学校

の後期課程、特別支援学校の高等部も含む。ただし、高等専門学校は、本奨学資金

の貸付対象となりません。独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を御利用くださ

い）。 

     ・ 保護者及び申請者（申請者が独立の生計を営む成年者である場合）が、県内に住

所を有する者であること。 

・ 修学意欲があり、かつ性行が正しい者であること。  

・ 経済的理由によって修学が困難な者であること。  

・ 「母子及び父子並びに寡婦福祉資金（修学資金）」の貸付けを受けていないこ 

と。 

    収入基準  家計支持者（原則として親権者（父母等）。親権者がいない場合は代わって家計を支

えている人）の年収の合計（「給与所得者等（給与収入、年金収入、各種公的手当等）」

の場合は収入金額（税込み）、「給与所得者等以外（営業所得、農業所得、不動産所得

等、確定申告を必要とする収入以外の場合は収入金額から必要経費を引いた金額）」の

場合は所定の収入基準額以下であること。  

 



 

- 148 - 

 

      〔収入・所得の目安〕 

区分 給与所得者等の場合 

(総収入額) 

給与所得者等以外の場合 

(総所得額) 

国公立 私立 国公立   私立 

４人世帯 ６６５万円 ７３５万円 ２９１万円 ３４０万円 

５人世帯 ７８４万円 ８８２万円 ３７６万円 ４７４万円 

      （注）４人世帯・・・父・母・申請者本人・中学生の世帯を想定 

         ５人世帯・・・父・母・申請者本人・中学生・小学生の世帯を想定 

申請条件 連帯保証人（親権者）と保証人（別生計の成年者）が必要です。 

  貸付金額 下記の金額から希望額を選んでいただきます。貸付期間中に変更することも可能で 

す。        

区分 自宅通学 自宅外通学 

国公立 私立 国公立 私立 

貸付月額  10,000 円  10,000 円  15,000 円  15,000 円 

 20,000 円  20,000 円  25,000 円  25,000 円 

 －   30,000 円  ―  35,000 円 

 貸付期間 決定月からから正規の修学期間まで、原則として毎月振り込みます。 

 ※ 新規申請時や毎年度当初の現況確認など、審査・確認が必要なときは、審査終了 

  後に数か月分をまとめて振り込みます。 

申請方法 在学している学校に申請します。詳しくは担当の先生、又は学校の事務室等に申し出

てください。 

提出書類 ①奨学資金貸付申請書  

②奨学資金受領口座届出書  添付：受領口座の通帳の写し 

③誓約書  

④直近の収入を証する書類（給与明細等）等 

  返還方法 貸付終了月の翌月から据置期間（６か月）を経過した後、規定の年数以内（10～14年

以内）に月賦、半年賦又は年賦の均等払方式（無利子）により返還していただきます。 

  返還猶予 大学等に進学、又はその準備中の場合は、その期間返還を猶予する制度があります

（大学等進学の場合：正規の就学期間。大学等進学準備中の場合：年度更新で通算５ 

年まで） 

 ※ 一定の収入（例：給与所得の場合、年間収入金額２３０万円）を得るまでもの 

  間も返還を猶予できます。 

 ※ 新型コロナウイルス感染症等で家計急変した方について、原則として１年間、返 

還を延期できます。自動で延長は行われませんので、さらに猶予が必要な場合は、 

猶予期間終了前に再度猶予申請をしてください。 
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 ● 新卒者内定取消に係る相談窓口 

「７ 労働に関する相談窓口（労働者の方、事業者の方）」（156ページ～157ページ）をご覧

ください。 

  

 ● 外国人留学生に係る相談窓口 

   出入国在留管理庁では，皆様からの入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるた 

  めに、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口（外国人在留総合インフォメーションセンター 

等）を設置しております。電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しております。 

【外国人在留総合インフォメーションセンター（東京出入国在留管理局）】 

 ０５７０－０１３９０４（ナビダイヤル）  

（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５ (祝日を除く)) 

【東京出入国在留管理局】 

０５７０-０３４２５９（ナビダイヤル） 

＜ＩＰ電話・海外から ０３－５７９６－７２３４＞ 

ＦＡＸ  ０３－５７９６－７１２５ 

（受付時間 平日 ９:００～１６:００ (祝日を除く)) 

    

  ○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応 

   １ 日本語教育機関に在籍している方 

     帰国困難な状況が改善されてきていること等を踏まえ、令和４年８月１日以降の「留学」

の在留資格の在留期間更新許可申請については、新型コロナウイルスの影響による帰国困難

を理由として、引き続き教育を受けるための在留期間の更新は認められません（専ら日本語

の教育を受ける期間は、２年を超えることはできません。）。 

⇒  在籍中の教育機関の課程等を修了していない方（在留期間の満了日が、現に在籍してい 

る教育機関の在籍予定期間の終了日（卒業日等）以前である方）は、在籍予定期間の終了 

日を考慮して在留期間の更新が認められます。 

⇒  入国時期が遅れたことなどにより、十分な学習期間を確保できなかった場合は、令和４ 

年４月期生までの方で、当初の課程終期から最長１年間に限り、現在在籍している教育機 

関において、進学時期又は就職時期まで更新が認められます。 

２ 帰国困難を理由として在留を希望する方 

     「留学」の在留資格を有していた方が、帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難 

であると認められる場合は、令和４年11月１日までに「留学」の在留資格の在留期間が満了 

する場合に限り、「今回限り」として在留資格「特定活動（４か月）」への在留資格の変更 

が認められます。 

⇒ 就労を希望する場合は、資格外活動許可を受けなくとも１週につき28時間以内のアル 

バイトが認められます。 

※  上記許可に係る在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。 
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※ 現在「特定活動（６か月）」で在留している方の在留期間の更新については、在留期 

限が令和４年６月29日までの方には「特定活動（４か月）」の在留期間の更新が認めら 

れ、令和４年６月30日以降の方には「今回限り」として「特定活動（４か月）」の在留 

期間の更新が認められます。 

 

 詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。 

           https://www.moj.go.jp/isa/content/930005235.pdf 

      （新型コロナウイルス感染症の影響を受けた留学生に対する措置の終了について） 

 

〇 在留資格取扱い 

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、「在留資格認定証明書」の有効期間を「６か月間」

有効なものとする等に取扱いしています。 

「８ 労働に関する相談窓口（労働者の方、事業者の方）」外国人の在留資格取扱い（190ぺ

ージ～192ページ）をご覧ください。 

〇 住居確保給付金 

生活困窮者自立支援法に基づく制度であり、離職等により経済的に困窮し、住居を失った又

はそのおそれがある方に対し、再支給として３か月間、家賃相当額を支給するものです。「５ 

住居確保給付金などの生活困窮者自立支援制度」（103ページ～104ページ）をご覧ください。 

＜多言語でのご案内（英語、中国語（簡字体）、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペ

イン語）＞ 

 厚生労働省のホームページ 

     https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html 

〇 雇用調整助成金 

  新型コロナウイルス感染症のためにアルバイトを休むように言われたら、アルバイト先は 

 あなたに休業手当を支払う必要があります。 

「８ 労働に関する相談窓口（労働者の方、事業者の方）」雇用調整助成金（特例措置） 

（165ページ～173ページ）をご覧ください。 

         ＜多言語でのご案内（英語、中国語（簡字体）、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タ 

ガログ語、ベトナム語、タイ語、カンボジア語、インドネシア語、ネパール語、モンゴ 

ル語、ミャンマー語）＞ 

          厚生労働省のホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000612098.pdf 

  〇 国民健康保険料（税） 

「12 国民健康保険料（税）・健康保険料の猶予制度等」（205ページ～209ページ）をご覧 

ください。 

  〇 公共料金（ＮＨＫ、民間放送事業者、電気、ガス、上下水道、電話） 

    公共料金については、支払いを待ってもらえるように、国からそれぞれの会社へ要請して 
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います。 

 「22 公共料金の支払に関する相談窓口」（152ページ～155ページ）をご覧ください。 

 

 

 

 

● 新型コロナウイルス対策のため、千葉県警察の各種窓口業務における受付時間が変更になりま 

す。 

   開始日 ： 令和３年９月１日（水） 

受付時間： 平日 ９：００～１６：００ 

      （祝日、振替休日及び年末年始（12／29～１／３）を除く。） 

対象施設： 県警本部庁舎、県警本部分庁舎、各運転免許センター、各警察署、各幹部交番 

詳しくは、「受付時間変更窓口一覧」をご覧ください。 

 https://www.police.pref.chiba.jp/keimuka/reception-hours.html 

千葉運転免許センター ０４３－２７４－２０００ 

  流山運転免許センター ０４－７１４７－２０００ 

  

● 免許証の更新期限が過ぎてしまった方（原則として、免許センター窓口のみ受付） 

  免許を失効させてしまった場合（効力を失ってから６か月を経過しない場合）には、学科・技能 

 試験を受けることなく免許の再取得が可能です。 

※ 詳しくは、有効期間が過ぎてしまった場合の手続きをご覧ください。 

   https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_expired-ope.html 

 

● 妊娠中の方・基礎疾患がある皆様・70歳以上の皆様 

〇 妊娠中の方・基礎疾患がある方 

  事前に運転免許センターにご相談いただくか、来庁時に職員にご相談ください。 

   なお、郵送による運転免許証の有効期限延長措置も引き続き行っています（再延長

も可能です）。 

 

 〇 70歳以上の皆様 

   運転免許証の更新に当たり、70歳以上の方は、高齢者講習の受講が必要ですので、

自動車教習所に予約の上、受講してください。また、75歳以上の方は、高齢者講習に

先立ち認知機能検査の受検が必要ですので、自動車教習所又は運転免許センターに予

約し、受検してください。 

   免許証更新手続の前に、必ず上記の高齢者講習等を受講の上、更新期限までに運転

免許センター又は最寄りの警察署において更新申請をしてください。 

 

21 運転免許証の更新等 
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● ＮＨＫでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けられている方からの受信料

の支払に関する相談を受け付ける専用の窓口を開設しています。 

期日までに受信料を支払うことが難しい場合や、口座振替等ではなく振込用紙での支払を希望す

る場合は、以下の窓口にご相談ください。令和２年４月から令和４年９月までの間の放送受信料に

ついては、 支払いを延滞した場合であっても、延滞利息は発生しない取り扱いとなりました。 

  期日までに受信料をお支払いいただくことが難しい場合や、口座振替等ではなく払込用紙でのお

支払いを希望される場合などは、下記窓口までご相談ください。 

【千葉放送局】     ０４３－２０３―０７００ 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００）    

【新浦安営業センター】 ０４７－３１６－８３００ 

（受付時間 平日 １０:００～１７:００） 

 【ナビダイヤル】    ０５７０－０７７－０７７ 

（受付時間 ９:００～２０:００(土日・祝日を含む)） 

 

● 民間放送事業者においても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けられている

方からの受信料の支払に関する相談を受け付ける専用の窓口を開設しています。 

【株式会社ＷＯＷＯＷ】 

   ０１２０－７１３－７３０（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～２０:００(年中無休)） 

 【スカパーＪＡＳＴ株式会社】 

   ０１２０－０８５－５５０（フリーダイヤル） 

（受付時間 １０:００～２０:００ (年中無休)） 

 【株式会社ジェイコム千葉】 

   Ｊ：ＣＯＭ カスタマーセンター 

   ０１２０－９９９－０００（フリーダイヤル） 

（受付時間 １０:３０～１８:００(年内無休)） 

 

● 電気、ガスについては、各事業者において、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、社会福

祉協議会から「緊急小口資金・総合支援資金の貸付」を受けているお客さまからのお申し出に応じ

て、支払期日の１か月延長などを行う場合があります。 

 

【東京電力エナジーパートナー株式会社カスタマーセンター】 

０１２０－９９３－０５２（フリーダイヤル） 

（受付時間 平日・土曜日（祝日を除く）９:００～１７:００） 

22 公共料金の支払に関する相談窓口 
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 【ソフトバンクでんきサポートセンター】 

   ０８００－１７０－４５４１（受付時間 平日 １０:００～１８:００） 

【東京ガスお客さまセンター】 

   ０５７０－００２２１１（ナビダイヤル） 

０３－３３４４－９１００（ＩＰ電話・海外からのご利用など） 

   （受付時間 平日・土曜日 ９:００～１９:００、日曜日・祝日 ９:００～１７:００） 

  ■ ＷＥＢによるお申込み「新型コロナウイルスに伴う料金特別措置受付」 

https://vivr.tokyo-gas.co.jp/contact-detail/55 

 【京葉ガス株式会社】 

お客さまコールセンター ０４７－３６１－０２１１ 

   （受付時間 平日・土曜日（祝日を除く）９:００～１９:００） 

【大多喜ガス株式会社】 

最寄りのサービスセンターまでお問い合わせださい。お客さまサポートセンター(コールセ

ンター)へ自動転送されます。 

なお、都市ガス(旧簡易ガス)、ＬＰガス、圧縮天然ガスについては、ＬＰガス事業部（０

４７５―２４―０１６１）までお問い合わせください。 

【日本瓦斯株式会社】 

コールセンター（０３－５３０８－２１１１）若しくは最寄りの営業所までお申し出くだ

さい 。お近くの営業所 https://www.nichigas.co.jp/areamap/ 

 

● 上下水道についても、基本料金、使用料金の減免や支払期限の延長等が行われる場合があります。

詳しくは上下水道の事業者（千葉県水道局又は市町村）までお問い合わせください。  

【千葉県企業局】 

   新型コロナウイルス感染症の影響により、即時のお支払いが困難な方は、督促状、給水停

止予告状等に記載されている受持ちの水道事務所・支所にご相談ください。 

※ 県水お客様センター、水道センターではお支払いのご相談を承ることができません。 

（千葉県営水道の給水区域） 

千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川

市、浦安市、鎌ケ谷市の全域 

 【市町村の水道窓口及び下水道窓口】 

● 電話については、各事業者において、支払期日の１か月延長などを行う場合があります。 

適用の条件、支援措置の内容については、事業者ごとに異なります。また、支援措置等は、お客

様からの申出が必要ですので、手続方法について各社にご確認ください。 

【ＮＴＴ東日本株式会社】 

  請求書等に記載されているお問い合わせ先又は下記センターにご連絡ください。 

   ＮＴＴファイナンス料金センター ０８００－３３３－０１１１ 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００）※会社別に電話番号が違います。 
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【ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社】 

ＮＴＴコミュニケーションズビリングカスタマセンター 

（電話サービス、個人向けＯＣＮサービス等） 

０１２０－５０６１００（フリーダイヤル）（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

   （法人向けサービス） 

    ０１２０－０４７１２８（フリーダイヤル）（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

【ＮＴＴドコモ株式会社】 

ＮＴＴファイナンス料金センター ０８００－３３３－０５００ 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００）※会社別に電話番号が違います。 

【ＫＤＤＩ株式会社】 

  （法人のお客様）※ＫＤＤＩ及び沖縄セルラーが請求をしている全てのサービスが対象 

法人お客さまセンター 

００７７－７００７（無料） 

０１２０－９２１－９１９（フリーダイヤル） 

（いずれも受付時間 平日 ９:００～１８:００） 

（個人のお客様）※ＫＤＤＩ及び沖縄セルラーが請求をしている全てのサービスが対象 

    お客さまセンター 

００７７－７－１１１（無料） 

ａｕ携帯電話から局番なし157（無料） 

（いずれも受付時間 ９:００～２０:００(年中無休)） 

【ソフトバンク株式会社】 

  （ソフトバンク携帯電話等移動通信サービス） 

０８００－１７０－４５３５（受付時間 平日 １０:００～１８:００） 

  （ワイモバイル携帯電話サービス） 

    ワイモバイル カスタマーセンター 

    ０８００－１７０－９１０２（受付時間 平日 １０:００～１８:００） 

  （「SoftBank 光」「SoftBank Air」「Yahoo! BB」などのインターネット接続サービス、

「おうちのでんわ」） 

    ０８００－１７０－４５４０（受付時間 平日 １０:００～１８:００） 

  （「ＯＤＮ」などの上記以外の一部インターネット接続サービス、「おとくライン」など固

定電話サービス） 

    ０８００-２２２-７８６８（受付時間 平日 １０:００～１８:００） 

  （ワイモバイル法人サービス） 

    ワイモバイル法人お客さまセンター 

    ０１２０－９２３－１５７（フリーダイヤル） 

（受付時間 平日 １０:００～１８:００） 
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【株式会社ジュピターテレコム（ジェイコム）】 

    J：ＣＯＭ カスタマーセンター 

    ０１２０-９９９-０００（フリーダイヤル） 

（受付時間 ９:００～１８:００（年内無休）） 

【楽天モバイル株式会社】 

  （個人のお客様） 

   ０５０－５２１２－６９１５（受付時間 ９:００～２０:００（年内無休）） 

  （法人のお客様） 

   ０８００－８０８－８０００（受付時間 平日 １０:００～１８:００） 

 

 

 

 

● 新型コロナを口実にした不審な連絡やトラブルにあった場合は、以下の窓口にご相談ください。  

【消費者ホットライン】 

局番なしの「１８８」 

   ※ 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通の３桁の電話番

号です。 

【千葉県消費者センター】 

０４７－４３４―０９９９ 

（受付時間 平日 ９:００～１６:３０、土曜日 ９:００～１６:００） 

 

 

 

 

● 千葉県弁護士会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する法的な悩みごとについて、

弁護士が法律相談に応じる窓口を開設しています。  

【千葉県弁護士会】 

○ 千葉県内の法律相談センターにおいて、新型コロナウイルスに関連する法律相談をお受 

けします。 

  日時・場所 各センターの営業日時・場所については、下記のページよりご確認ください。 

https://www.chiba-ben.or.jp/soudan/center/ 

  申込方法  電話またはインターネットよりご予約ください。 

＜電話＞ ※業務縮小のため、記載の受付時間に変更がある場合があります 

    相談センターごとに予約受付の電話番号が異なりますので、下記ページよりご確認の

上、お電話ください。お電話の際にコロナ関連の相談である旨をお申し出ください。 

     https://www.chiba-ben.or.jp/soudan/center/ 

23 新型コロナを口実にした消費者トラブル相談窓口 

 

 

24 法律相談窓口 
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＜インターネット＞ ※相談日の前々日まで24時間受付 

     https://www.soudan-chiba-ben.jp/ よりご予約ください。 

※  申込フォームの「ご相談内容」の欄に「コロナ関連」と明記の上、相談内容

をご入力ください。 

【専門相談窓口】 
 

〇事業者の方 ０５７０－００１－２４０（ナビダイヤル）（中小企業向け法律相談） 

  ※ 受付時間  平日 １０:００～１２：００、１３：００～１６：００ 

（相談時間はこの時間帯に限りません） 

  ※ 申込みの受付後に相談担当弁護士から折り返しの電話をいたします。 

    電話でのご相談をご希望の場合は、その旨をお伝えください。 

    面談相談をご希望の場合は、担当弁護士と日程調整の上、担当弁護士の事務所にて、 

   ご相談ください。 

※ 相談料   初回３０分無料（相談時間が30分を超える場合には、有料となります。） 

※ ご相談例 従業員に対する休業指示や事業自粛に伴う賃金支払等の労働問題、納期遅 

れ等に伴う商取引契約問題、売上減少及びこれに伴う資金繰りの悪化などによる各種の 

債務・負債に関する問題など 

 〇労働者の方 ０４３－３０６－２８０９（労働専門相談） 

     ※ 受付時間  平日 １０:００～１２：００、１３：００～１６：００ 

（相談時間はこの時間帯に限りません） 

       ※ 事務局にてお名前・ご連絡先をうかがった上で、担当弁護士をご紹介します。担当弁 

    護士と日程調整の上、担当弁護士の事務所にて、ご相談ください。 

   ※ 相談料 初回３０分無料（労働者のご相談のみ）。その後は、３０分ごとに5,500円 

    （税込）となります。 

   ※ ご相談例 事業自粛に伴う解雇，休暇の取扱いや各種手当の不支給、残業代不払等の 

         勤務先との雇用に関する問題 

 

 

 

 

 

 

 

● 千葉県では、こころの健康・悩みなどの相談に応じています。 

 【千葉県精神保健福祉センター】 

  ０４３－２６３－３８９３（受付時間 平日  ９:００～１８:３０） 

 

 

25 心の健康・悩みなどの相談窓口 
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● 新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安やストレスなどにより、配偶者等からの暴力（ＤＶ）

や児童虐待の増加・深刻化が懸念されています。夫婦（パートナー）関係、親子関係、子育てに関

することなど心配なことがありましたら、以下の窓口にご相談ください。  

（ＤＶに関する相談窓口） 

 【ＤＶ相談＋（プラス）（内閣府）】 

０１２０－２７９－８８９（フリーダイヤル）（24時間対応） 

 【ＤＶ相談ナビ（内閣府）】 

０５７０－０－５５２１０（ナビダイヤル） 

※ 最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります。 

（千葉県内のＤＶ相談窓口） 

 【配偶者暴力相談支援センター】 

名称 電話番号 受付時間 

千葉県女性サポートセンター 043-206-8002 365日 24時間 

千葉県男女共同参画センター 

＜女性のための総合相談＞ 

04-7140-8605 

火曜～日曜 

9:30～16:00 

＜男性のための総合相談＞ 

043-308-3421 

火曜・水曜 

16:00～20:00 
 

下記の健康福祉センターでは、DV専門相談のほか、女性のための健康相談や、こころの相談

なども実施しています。詳しくは、各健康福祉センターにお問合せください。 

なお、千葉県各健康福祉センターの管轄市町村は、８ページ～９ページをご参照ください。 

  【千葉県健康福祉センター等】 

名称 電話番号 受付時間 

習志野健康福祉センター 047-475-5966 平日 9:00～17:00 

市川健康福祉センター 047-377-1199 平日 9:00～17:00 

松戸健康福祉センター 047-361-6651 平日 9:00～17:00 

野田健康福祉センター 04-7124-6677 平日 9:00～17:00 

印旛健康福祉センター 043-483-0711 平日 9:00～17:00 

香取健康福祉センター 0478-52-9310 平日 9:00～17:00 

海匝健康福祉センター 

(八日市場地域保健センター) 
0479-73-2321 平日 9:00～17:00 

山武健康福祉センター 0475-54-2388 平日 9:00～17:00 

長生健康福祉センター 0475-22-5565 平日 9:00～17:00 

夷隅健康福祉センター 0470-73-0801 平日 9:00～17:00 

安房健康福祉センター 0470-22-6377 平日 9:00～17:00  

君津健康福祉センター 0438-22-3411 平日 9:00～17:00 

市原健康福祉センター 0436-21-3511 平日 9:00～17:00 

千葉市配偶者暴力相談支援センター 043-245-5110 平日 9:00～16:00 

26 ＤＶ・児童虐待に関する相談窓口 
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市川市男女共同参画センター 047-323-1777 
平日 9:00～16:00 

土曜 9:00～12:30 

野田市子ども家庭総合支援課 04-7125-9119 平日 8:30～17:15 

船橋市女性相談室 047-431-8745 平日 9:00～16:00 
 

  上記のほか、各市町村、警察、民間支援団体等においても相談を受け付けています。 

  詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/dv/soudan.html 

（児童虐待に関する相談窓口） 

 【児童相談所虐待対応ダイヤル（厚生労働省）】 

局番なしの「１８９」（３６５日 ２４時間対応。通話料無料） 

※ 最寄りの児童相談所につながります。 

 【子ども家庭１１０番（千葉県）】 

  ０４３－２５２－１１５２（３６５日 ２４時間対応） 

 

 

 

 

● 法務省では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害に遭った

方からの人権相談を受け付けています。 

 【みんなの人権１１０番（全国共通人権相談ダイヤル）】 

  ０５７０－００３－１１０（ナビダイヤル）（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

   電話は，おかけになった場所の最寄りの法務局・地方法務局につながります。 

   インターネット人権相談受付窓口 

     http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html 

 【子どもの人権１１０番】 

  「いじめ」や体罰，不登校や親による虐待虐待など子どもの人権問題 

０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル） 

（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

 子どもの人権ＳＯＳｅメール 

    https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.html 

 【女性の人権ホットライン】 

  夫・パートナーからの暴力，職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント，ストーカーな 

 ど 

  ０５７０－０７０－８１０（ナビダイヤル） 

（受付時間 平日 ８:３０～１７:１５） 

 【外国語人権相談ダイヤル】 

０５７０－０９０９１１（ナビダイヤル）（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

27 人権に関する相談窓口 
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 ＜対応言語 英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール

語、 スペイン語、インドネシア語及びタイ語＞ 

 【外国語インターネット人権相談受付窓口】 

    英語版      https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html 

    中国語版（簡字版）https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html 

 

 

 

 

 

 

● 業種ごとの感染拡大予防ガイドライン 

内閣官房は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するよう、各団体等のホームページに掲

載されております、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインをとりまとめました。 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）

等により、各関係団体等は、業種や施設の種別毎にガイドラインを作成するなど、自主的な感染予

防のための取組を進めることとされました。同ガイドラインは、政府の新型コロナウイルス感染症

対策専門家会議がとりまとめた「業種ごとの感染拡大予防ガイドラインに関する留意点」（令和２

年５月４日 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析

・提言」（２））を参考にすることされています。 

  引き続き、ガイドラインを踏まえた感染拡大防止の取組みについて実践をお願いいたします。 

  業種ごとの感染拡大予防ガイドラインについては、内閣官房ホームページをご覧ください。 

    https://corona.go.jp/prevention/ 

 

●  法務省出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で仕事がなくなったなど、生活に困っ 

  ている外国人の相談を電話で対応するＦＲＥＳＣヘルプデスクを設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 外国人の在留資格取扱いについては、190ぺージ～193ページをご覧ください。 

※ 留学生関係の相談窓口については、257ぺージ～259ページをご覧ください。 

 

 

28 その他 

 

【外国人在留支援センター（ ＦＲＥＳＣ フレスク ）ヘルプデスク】 

 ０１２０－７６－２０２９（フリーダイヤル） 

      （受付時間 平日 ９：００～１７：００）  

  対応言語 日本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、中国語、 

韓国語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、フィ 

リピノ語、クメール語、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、 

シンハラ語、ウルドゥー語、ベンガル語 
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●  法務省出入国在留管理庁では、下記ホームページに、外国人の方が日本で生活するために必要

な様々な情報を取りまとめています。ご活用ください。 

    http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_index.html 

   「生活・就労ガイドブック」 

＜使用言語 日本語、やさしい日本語、英語、中国語（簡字体）、韓国語、スペイン語、 

ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、インドネシア語、ミャンマー語、ク

メール（カンボジア）語、フィリピノ語、モンゴル語＞ 

 

● 外国人医療相談窓口 

   日本に住んでいる外国人、旅行や仕事で日本を訪れている外国人の患者さんが医療機関を受診す

るために、やさしい日本語で外国語の通じる医療機関の案内や日本の医療福祉制度の案内をして

います。また、患者本人に限らず、医療機関や行政窓口、患者の職場の方などからもご相談を受

け付けます。  

【特定非営利活動法人 ＡＭＤＡ国際医療情報センター】 

０３－６２３３－９２６６ 

（受付時間 平日 １０:００～１６:００（祝日、12月29日～１月３日を除く）） 

アムダ通訳ライン 

日本語が不自由な外国人の皆さんが医療機関を受診する時に、電話を介して当センターの通訳ス

タッフがコミュニケーションをサポートします。医療機関の電話医療通訳の利用を促進するため、

アムダ通訳ラインは医療機関専用のサービスとしています。 

言語によって対応可能な曜日が異なりますので、ホームページで確認いただくか、お電話にて事

務局までお問い合わせください。 

    ＜対応言語 英語、中国語、韓国語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語＞ 

  お問い合わせ ０３－６２３３－９２６６ （受付時間 平日 １０:００～１５:００） 

    詳しくは、ホ－ムページをご覧ください。 

     https://www.amdamedicalcenter.com/ 

 

● 日本政府観光局では、非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、365日、24時間、多言語で

対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を開設しており、新型コロナウイルス関連のお

問合せにも対応しています。  

【外国人旅行者向けコールセンター「Japan Visitor Hotline」】 

  ０５０－３８１６－２７８７（ナビダイヤル ３６５日 ２４時間対応） 

    ＜対応言語 英語、中国語、韓国語、日本語＞ 

    ＜対応内容 緊急時案内（病気・事故等）、災害時案内、一般観光案内＞ 
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● 総務省では、株式会社ＮＴＴデータ研究所に委託して、Web会議・電話にて、テレワークの効果、

システム導入方法、セキュリティ対策、テレワーク導入に係る支援策その他テレワーク全般に関す

る情報提供・相談を行っています。  

株式会社ＮＴＴデータ経営研究所 テレワークマネージャー相談事業事務局 

     〒102-0093 

東京都千代田区平河町 2-7-9 JA共済ビル 9階 

              電話：０４４－２９９－７０８４ 

（事務局コールセンター受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

E-mail：twm＠nttdata-strategy.com 

 

●  厚生労働省では、一般社団法人日本テレワーク協会に委託して、テレワーク導入前や導入後に 

おける、①テレワーク導入時における就業規則に関すること、②テレワーク適用業務の選定、③テ

レワーク導入時における労働時間管理など労務管理に関する相談を、電話やメールで受け付けてい

ます。 

【一般社団法人日本テレワーク協会 テレワーク相談センター】 

 ０１２０－８６１００９（フリーダイヤル） 

（受付時間 平日 ９:００～１７:００） 

メール：sodan@japan-telework.or.jp 

  なお、テレワークを実施するに当たっての留意事項や参考資料などを、わかりやすくコンパクトに

まとめたリーフレットを作成しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、新たにテレ

ワークの実施を検討している企業の方や労働者の方に、広くご活用いただきたいと考えています。 

   https://www.mhlw.go.jp/content/000716163.pdf 

 

● 経済産業省では、テレワーク導入や業務改善に関する費用についてお悩みの事業者の皆様のた 

め、ＩＴ導入補助金の「特別枠」を設け、支援を開始しました。 

一般社団法人 サービスデザイン推進協議会 

０５７０－６６６－４２４（ナビダイヤル） 

＜ＩＰ電話専用回線：０４２－３０３－９７４９＞ 

（受付時間 平日 ９:３０～１７:３０） 

     https://it- hojo.secure.force.com/QuestionForm/QuestionForm_R1_Page 

対 象 ：中小企業・小規模事業者 等 

補助率：２/３ 

補助額：30～450万円 

   詳しくは、ホームページをご覧ください。 

     https://www.it-hojo.jp/applicant/ 
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【千葉県内商工会一覧】 
商工会名 所在地 電話番号 FAX 

我孫子市商工会 〒 270-1152   我孫子市寿１-13-27 04-7182-3131 04-7182-1900 

鎌ケ谷市商工会 〒 273-0123   鎌ケ谷市南初富６-５-60 047-443-5565 047-442-1493 

野田市関宿商工会 
〒 270-0226   野田市東宝珠花237-１  

いちいのホール５階 
04-7198-0161 04-7198-0174 

柏市沼南商工会 〒 277-0924   柏市風早１-６-16 04-7191-2803 04-7193-2726 

四街道市商工会 〒 284-0003   四街道市鹿渡895-14 043-422-2037 043-423-6941 

酒々井町商工会 〒 285-0927   印旛郡酒々井町酒々井1659-１ 043-496-0063 043-496-0066 

富里市商工会 〒 286-0221   富里市七栄653-1 0476-93-0136 0476-92-1971 

白井市商工会 〒 270-1422   白井市復1458 商工会館 047-492-0721 047-491-9884 

印西市商工会 〒 270-1327   印西市大森3934-４ 商工会館 0476-42-2750 0476-42-7379 

栄町商工会 
〒 270-1515   印旛郡栄町安食台１-２  

栄町役場庁舎４階 
0476-95-0245 0476-95-7733 

成田市東商工会 〒 287-0225   成田市吉岡４-１ 0476-73-2205 0476-49-3004 

一宮町商工会 〒 299-4301   長生郡一宮町一宮3002-１ 0475-42-3089 0475-42-5629 

睦沢町商工会 〒 299-4403   長生郡睦沢町上市場911-61 0475-44-0112 0475-44-1969 

長生村商工会 〒 299-4336   長生郡長生村岩沼822 0475-32-0152 0475-32-3776 

白子町商工会 〒 299-4212   長生郡白子町古所3302-94 0475-33-2517 0475-33-2518 

長柄町商工会 〒 297-0218   長生郡長柄町桜谷687 商工会館 0475-35-3450 0475-35-1465 

長南町商工会 〒 297-0121   長生郡長南町長南2528-２ 0475-46-0188 0475-46-3085 

千葉市土気商工会 〒 267-0066   千葉市緑区あすみが丘１-45-３ 043-294-2474 043-294-1167 

大網白里市商工会 〒 299-3242   大網白里市金谷郷24-９ 商工会館 0475-72-0239 0475-72-8732 

九十九里町商工会 〒 283-0104   山武郡九十九里町片貝6928-330 0475-76-4165 0475-76-4166 

山武市商工会 〒 289-1514   山武市松尾町松尾183-４ 0479-86-5147 0479-86-4981 

横芝光町商工会 〒 289-1732   山武郡横芝光町横芝644-３ 0479-82-0434 0479-82-0629 

芝山町商工会 〒 289-1624   山武郡芝山町小池991-２ 0479-77-1270 0479-77-1275 

匝瑳市商工会 〒 289-2144   匝瑳市八日市場イ2404-１ 0479-72-2528 0479-72-2576 

旭市商工会 〒 289-2516   旭市ロの795-６ 商工会館３階 0479-62-1348 0479-62-1344 

神崎町商工会 〒 289-0221   香取郡神崎町神崎本宿158 0478-72-2548 0478-72-4518 

香取市商工会 〒 289-0313   香取市小見川778-２ 0478-82-3307 0478-82-3306 

多古町商工会 〒 289-2241   香取郡多古町多古2508-１ 0479-76-2206 0479-76-2224 

東庄町商工会 〒 289-0601   香取郡東庄町笹川い671-3 0478-86-3600 0478-86-2236 

木更津市富来田商工会 〒 292-0204   木更津市茅野537 0438-53-4141 0438-53-3075 

富津市商工会 〒 293-0012   富津市青木1573-1 0439-87-7071 0439-87-4685 

袖ケ浦市商工会 〒 299-0261   袖ケ浦市福王台３-１-３ 0438-62-0539 0438-62-7422 

勝浦市商工会 〒 299-5225   勝浦市墨名657-２ 0470-73-0199 0470-73-0107 

大多喜町商工会 〒 298-0216   夷隅郡大多喜町大多喜231-２ 0470-82-2538 0470-82-2098 

いすみ市商工会 〒 298-0004   いすみ市大原7400-８ 商工会館 0470-62-1191 0470-63-9818 

御宿町商工会 〒 299-5103   夷隅郡御宿町新町417-22 0470-68-2818 0470-60-3008 

鴨川市商工会 〒 296-0001   鴨川市横渚643-２ 商工会館３階 04-7092-0320 04-7092-0579 

南房総市内房商工会 〒 299-2403   南房総市富浦町原岡918 0470-33-2257 0470-33-4268 

南房総市朝夷商工会 〒 295-0004   南房総市千倉町瀬戸2294 0470-44-1331 0470-40-1051 

鋸南町商工会 〒 299-2117   安房郡鋸南町勝山144 0470-55-3691 0470-55-3692 
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【千葉県内商工会議所一覧】 

商工会議所名 所在地 電話番号 FAX 

一般社団法人 

千葉県商工会議所連合会 

〒260-0013 千葉市中央区中央２-５-１ 

千葉中央ツインビル２号館13階 
043-222-7110 043-227-4107 

銚子商工会議所 〒288-0045 銚子市三軒町19-４ 0479-25-3111 0479-22-6229 

千葉商工会議所 
〒260-0013 千葉市中央区中央２-５-１ 

千葉中央ツインビル２号館13階 
043-227-4101 043-227-4107 

船橋商工会議所 〒273-8511 船橋市本町１-10-10 047-432-0211 047-434-9559 

木更津商工会議所 〒292-0838 木更津市潮浜１-17-59 0438-37-8700 0438-37-8705 

市川商工会議所 〒272-8522 市川市南八幡２-21-１ 047-377-1011 047-377-1048 

松戸商工会議所 〒271-0092 松戸市松戸1879-１ 047-364-3111 047-365-0150 

佐原商工会議所 〒287-0003 香取市佐原イ525-１ 0478-54-2244 0478-55-1501 

茂原商工会議所 〒297-0026 茂原市茂原443 0475-22-3361 0475-23-7895 

野田商工会議所 〒278-0035 野田市中野台168-１ 04-7122-3585 04-7122-7185 

館山商工会議所 〒294-0047 館山市八幡821 0470-22-8330 0470-23-4011 

八街商工会議所 〒289-1115 八街市八街ほ224 043-443-3021 043-443-7221 

東金商工会議所 〒283-0068 東金市東岩崎１-５ 0475-52-1101 0475-52-1105 

柏商工会議所 〒277-0011 柏市東上町７-18 04-7162-3311 04-7162-3322 

市原商工会議所 〒290-0081 市原市五井中央西１-22-25 0436-22-4305 0436-22-4356 

習志野商工会議所 〒275-0016 習志野市津田沼４-11-14 047-452-6700 047-452-6744 

成田商工会議所 〒286-0033 成田市花崎町736-62 0476-22-2101 0476-22-2107 

佐倉商工会議所 〒285-0811 佐倉市表町３-３-10 043-486-2331 043-486-5963 

八千代商工会議所 〒276-0033 八千代市八千代台南１-11-６ 047-483-1771 047-483-1773 

浦安商工会議所 〒279-0004 浦安市猫実１-19-36 047-351-3000 047-350-6698 

君津商工会議所 〒299-1163 君津市杢師１-11-10 0439-52-2511 0439-52-0177 

流山商工会議所 〒270-0164 流山市流山２-312 04-7158-6111 04-7158-6113 

 


