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千葉県感染拡大防止対策協力金について（飲食店等を運営する事業者向け）
【第１６弾】

【第１５弾】

【第１７弾】

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１

まん延防止等重点措置を実施すべき期間の

まん延防止等重点措置を実施すべき期間の

月２１日(金)～２月１３日(日)までの期間、県内全

延長を踏まえ、飲食店への営業時間短縮等の

延長を踏まえ、飲食店への営業時間短縮等の

域にまん延防止等重点措置が適用されることと

要請期間を３月６日(日)まで延長することとした

要請期間を３月２１日(月)まで延長することとし

なり、県内の飲食店に対して、営業時間短縮等

ことに伴い、２月１４日(月)から３月６日(日)まで

たことに伴い、３月７日(月)から３月２１日(月)ま

の要請を行っております。

の全期間、要請に御協力いただいた「千葉県

での全期間、要請に御協力いただいた「千葉県

これに伴い、１月２１日から２月１３日までの全

飲食店感染防止対策認証事業認証店」
（以下、

飲食店感染防止対策認証事業認証店」
（以下、

期間、要請に御協力いただいた「千葉県飲食店

「認証店」という）及び「千葉県飲食店感染防

「認証店」という）及び「千葉県飲食店感染防

感染防止対策認証事業認証店」
（以下、
「認証

止基本対策確認店」
（以下、
「確認店」という）

止基本対策確認店」
（以下、
「確認店」という）

店」という）及び「千葉県飲食店感染防止基本

に対し、協力金を支給します。

に対し、協力金を支給します。

対策確認店」
（以下、
「確認店」という）に対し、

※支給要件・申請方法・必要書類・支給額等に

※支給要件・申請方法・必要書類・支給額等に

飲食店に対し、協力金を支給します。

ついては、以下の「千葉県感染拡大防止対策

ついては、以下の「千葉県感染拡大防止対策

※支給要件・申請方法・必要書類・支給額等に

協力金特設サイト」をご覧ください。

協力金特設サイト」をご覧ください。

ついては、以下の「千葉県感染拡大防止対策
協力金特設サイト」をご覧ください。
【申請受付期間】令和４年３月３０日(水)

記帳代行及び指導
記帳から決算、申告の仕方まで懇切に指導
します。また、
「ネットde記帳システム」を利用す

【申請受付期間】令和４年４月２１日(木)

なお、協力金の申請手続きの詳細について
は、後日特設サイトに掲載されます。

【千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト】
https://chiba-inshokukyouryokukin.com/
【問合せ先】 千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話番号

０５７０-７８３９３９

受付時間

９時から１８時まで（土曜日・日曜日・祝日含む）

ると、経営に役立つ財務資料をスピーディーに
入手することができます。経理ソフト及びデータ
等を商工会連合会が一元管理していますので、
データの保護やセキュリティーも安心してお使

事業復活支援金について
新型コロナの影響で、 2021年11月～2022
年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月

いいただけます。

※但し売上減少率や売上規模により異なりま
す。

個人事業者に就きましては、帳簿及び伝票を

～2021年3月までの間の任意の同じ月の 売上

※支給要件・申請方法・必要書類・支給額等に

持ってきていただければ事務代行もしておりま

高と比較して50%以上又は30%以上50%未満

ついては、事業復活支援金ホームページをご

すのでご利用下さい。

減少した 事業者（中堅・中小・小規模事業者、

覧ください。

（但し、月５，０００円の手数料が掛かります）

フリーランスを含む個人事業主）を対象に事業

【特設サイト】

小規模事業者経営改善
貸付（マル経）融資のご
案内

の継続・回復を支援するため、事業復活支援金
を支給します。

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
【問合せ先】事業復活支援金事務局
フリーダイヤル

期間
【申請受付開始】
令和４年５月３１日（火）まで

又は、電話

0120-789-140（無料）

03-6834-7593

（通信料がかかります）

【支給額】

融資限度額

：

２，０００万円以内

法

人

：

上限最大２５０万円

受付時間：8:30～19:00

返済期間

：

運転資金

個人事業主

：

上限最大５０万円

（土日、祝日含む全日対応）

７年以内

設備資金１０年以内
担保、保証人 ：

不要

◆融資対象者は、商工会の経営指導を６カ月以

新規加入会員のご紹介（R4. 1 〜）
事業所名

上うけ、商工会長の推薦が必要です。
※新型コロナウイルス感染症特別貸付、[新型コ
ロナ関連]マル経融資（小規模事業者経営改
善資金）及び［新型コロナ関連］生活衛生改
善貸付の申込期限が令和４年３月３１日まで
（公庫申込受付分）
詳しくは商工会事務局までお問い合わせ下さい。
【お問合せ先】 白井市商工会
電話：０４７-４９２-０７２１

住

所

ご入会頂き誠に有難うございます
電話番号

業

種

アイル . Ｆ

池の上 1-26-2-3

0 47- 492- 8 0 81

お花教室・花オーダー・
ウエディング

ミニストップ
千葉ニュータウン白井店

谷田 847-1

0 47- 4 97-7 75 5

コンビニエンスストア

堀込 2-1-2-110

090-5514-3271

コンサルタント業

根 1710
ル 103

0 47- 4 02- 6895

ベーカリー・カフェ

（同）MIK コンサルティン
グ
MOMO

CAFÉ

大出ビ
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中小企業診断士による
無料相談窓口開設
白井市商工会では、白井市と連携し新型コロ

事業承継出張無料
相談会について
中小企業の事業承継・事業引継ぎの実務に

ナウイルス感染症の拡大により影響を受ける中

精通した専門家が相談を承ります。

小企業・小規模事業者の皆さまを対象に、
「中

例）子供に引継がせようと思っているが、何をど

小企業等臨時支援相談窓口」を設置いたしまし

うすればよいか

た。

後継者がいない・廃業するしかない従業員

・雇用保険の被保険者に関する届出等に関す
る手続き
・保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の
任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届
等の提出に関する手続き
・労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申
請等に関する手続き
・労働保険事務処理の委託、委託解除に関す
る手続き

国・県・市各種支援策の案内・相談・申請サ

の生活を守るために何か良い方法はないか

ポートのほか、融資制度に関すること等の専門

できれば、後継者を保証人にはしたくない

的な相談員の相談、サポートが受けられます。

が、可能なのか

適 用徴 収に係る申

【開催日】

親族に後継者がおらず、社員が引継いでも

請、届出及び報告等

いいと言ってくれているが、何をどうしたら

に関する手続き

原則、毎週月曜日・木曜日に開催
（令和５年２月２７日(月)まで）
※年末年始・祝祭日や、都合によりお休みの場

いいか
など、後継ぎにお悩みがありましたら是非ご相

合もございますので、ご相談する場合は、必

談ください。

ずお問合せいただくようお願いします。

【開催日】毎月第２火曜日
（５月は第２月曜日となります）

【相談時間】
１日５コマ（10：00～16：00）
①10：00

②11：00

④14：00

⑤15：00

③13：00

さい。
【場

所】

【時

間】１日３回
（１０：００、１３：００、１４：３０）

※相談は完全予約制

※上記時間内でご希望の時間帯をお知らせくだ

ですので、ご希望の方
は商工会までご連絡

白井市役所会議室

ください。

東庁舎２階相談室２０２
【予約先】

令和４年度「春まつり」
中止のお知らせ
本年４月に開催を予定しておりました「春ま
つり」ですが、新型コロナウイルス感染拡大の
状況を考慮し、残念ながら中止とさせていただ
くこととなりましたので、何卒ご理解の程よろし
くお願い申し上げます。

白井市市民環境経済部
産業振興課

・その他労働 保 険の

商工振興係

電話：０４７-４０１-４６４１
（内線３２４１〜３２４３）
【お問合せ先】 白井市商工会
電話：０４７-４９２-０７２１

労働保険事務組合
商工会では、労働保険（雇用保険・労災保
険）の事務代行を行っています。但し、一人親
方は事務代行を受けることが出来ませんのでご
了承下さい。但し確定保険料の１０％で最低額
１０，０００円・最高額５０，０００円（別途消費

健康保険料率・
介護保険料率の変更の
お知らせ
健康保険料率
変更前

変更後

令和４年２月分

令和４年３月分〜

（３月納付分）

（４月納付分）

９．
７９％

９．
７６％

介護保険料率
変更前

変更後

令和４年２月分

令和４年３月分〜

（３月納付分）

（４月納付分）

１．８％

１．６４％

※健康保険料と介護保険料は、労使折半となり
ます
※４０歳から６４歳までの方には、健康保険料
率に全国一律の介護保険料が加わります
※賞与については、支給日が３月１日分から変
更後の保険料率が適用されます
※任意継続被保険者の方は、令和４年４月分の
保険料率から変更となります

税）手数料が掛かります。
・事務委託をされた事業者に対して次の事務
代行をさせていただきます。
概算保険料・確定保険料その他労働保険料
と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告・
納付（印紙保険料は除く）

自動 振 替による
商工会費の納 入のお願い

令和4年度の商工会会費の自動振替日は
4月 4日（月） 千葉銀行
4月15日（金） 京葉銀行
千葉信用金庫
に各々予定しております。
「お引落日」
と
「口
座残高」
のご確認をお願い申し上げます。

