
千葉市中小企業者緊急特別支援金

申請の手引き

千葉市中小企業者緊急特別支援金事務局

TEL：０４３－２０２－１８２１

申請受付期間

令和４年８月２５日（木）～ 令和５年２月１０日（金）

～ 原油価格・物価高騰の影響を受けた中小企業者の皆さまへ ～

１月２６日版

令和４年１２月１日（木）～ 令和５年２月１０日（金）

４月～８月分

９月～１１月分
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コロナ禍における急激な原油価格・物価高騰の影響で苦しい経営環境が続いている市内の中小企業者に対して、事業継

続を支援し、また、事業継続計画（BCP）策定を促進し市内経済の維持につなげるため、市独自の支援金として、千葉市

中小企業者緊急特別支援金を創設しました。

千葉市中小企業者緊急特別支援金とは
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給付額

＊本支援金におけるBCPとは、自然災害や感染症等の緊急事態における事業の継続や早期復旧のための対策について、令和２年４月
以降に策定又は改定した事業継続計画を言います。詳細は２２~２８ページをご覧ください。

対象となる費用

令和

４年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月

令和

３年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 比較①

趣旨

（４月～８月分）令和４年４月～８月の「対象となる費用」の合計が、令和３年４月～８月の「対象となる費用」の合

計に比べ１０万円以上増加した中小企業者に対し、増加額に応じて給付されます。

（９月～１１月分）令和４年９月～１１月の「対象となる費用」の合計が、令和３年９月～１１月の「対象となる費

用」の合計に比べ２０万円以上増加した中小企業者には、一律１０万円が給付されます。（＊４月～８月分のみ給付を

受けた方は、９月～１１月分の申請が別途必要になります。）

基準期間 対象期間

基準期間とは、令和３年の
【①４月～８月まで】 もしくは
【②９月～１１月まで】の期間をいいます。

原油価格・物価高騰対応

BCP策定加算

申
請
区
分

1

４
月
～
８
月

コスト増加額
１０万円以上
２０万円未満

２０万円以上
３０万円未満

３０万円以上

給付額
（１者当たり）

５万円 １０万円 １５万円

１者当たり１０万円

申請受付期間
⚫ 郵送申請の場合、最終日の 消印有効 です。
⚫ オンライン申請の場合、最終日の２３:５９までに送信完了してください。
⚫ お手続きがスムーズなオンライン申請を推奨します。

*１年前の単価と、直近の単価を証する資料として、仕入台帳、納品書、領収書等の提出が必要です。
（一品目につき任意の物品一つ）

用語の説明

原材料費 燃料費 光熱費

原料、材料、仕入物品

消耗品、荷造運賃

ガソリン、重油

軽油、灯油
電気、ガス品

目

申
請
区
分
2

９
月
～
11

月

コスト増加額 2０万円以上

給付額
（１者当たり）

１０万円

原油価格・物価高騰対応支援金の給付対象者がBCP*を策定又は改定した場合、

加算金が給付されます（1回のみ）。

令和

４年
９月 １０月 １１月

令和

３年
９月 １０月 １１月 比較②

対象期間とは、令和４年の
【①４月～８月まで】 もしくは
【②９月～１１月まで】の期間をいいます。



資本金 従業員の数

小売業/飲食業 5,000万円以下 50人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

サービス業（生活関連サービス業、娯楽業、

　　　　　教育、学習支援、医療福祉、その他）
5,000万円以下 100人以下

旅館業 5,000万円以下 200人以下

ソフトウェア業/情報処理サービス業 3億円以下 300人以下

その他（建設業、製造業、運輸業、鉱業、

　　　不動産業、旅行業、農林漁業、その他）
3億円以下 300人以下

その他（社会福祉法人） - 100人以下

下記のいずれかを満たす者
業種
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特設WEBサイトから、申請にお進みください。

https://chibacity－kinkyushien.com

〒２６０－００１５

千葉市中央区富士見２－１５－１１

IMI千葉富士見ビル４階（JTB千葉支店内）

千葉市中小企業者緊急特別支援金事務局 宛て

＊必要に応じて、専用宛名ラベル（最終ページ）をご利用ください。

オンライン申請窓口（特設WEBサイト内）

郵送申請窓口（郵送先)

申請方法 オンライン又は 郵送にて受付します。

事務局（相談窓口）

中小企業者とは
中小企業基本法第２条第１項で規定する者、及び同項で規定する各業種における資本金の額又は
出資の総額並びに常時使用する従業員の数以下の法人格を持つその他の法人、団体等を言います。

個人事業者とは 中小企業者のうち、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第３７号に規定する確
定申告書の第一表における「収入金額等」を有する者、又は住民税の申告書類において事業欄に相当
する箇所に「収入金額等」を有する者をいいます。また、それ以外の収入金額を有する個人事業の開業・
廃業等届出書（所得税法第２２９条）の提出者のうち、事業の開始等の事実があった日から１月以
内に提出した者を含みます。

同法に基づかない法人格を持つ法人等（社会福祉法人、医療法人、NPO法人、組合等）の場合も、各業種ごとに規
定される規模以下の場合は対象となります。



 令和３年９月から申請時点まで継続して事業
を行っている者であって、今後も千葉市内で事業
を継続する意思がある。

※ 令和3年９月以降において被雇用者・被扶養者で
ないこととし、国民健康保険の資格で判断します。

※ 事業継続に係る起算日について開業者にあっては開
業後とします。
ただし、遅くとも令和３年１１月までに開業しているこ
とが条件となります。

 市内に住所（住民票）を有する、又は市内に主たる事業所を有する
（令和３年分の確定申告書の事業所所在地で確認）

本支援金の給付対象者は、次のすべての要件に合致する方です。
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給付対象者（給付要件）

本支援金の給付対象者です。

 市内に本店（法人税の納税地）を有する法人の場合

個人事業者の場合

 令和３年４月から申請時点まで継続して事業
を行っている者であって、今後も千葉市内で事業
を継続する意思がある。

※ 令和3年4月以降において被雇用者・被扶養者でな
いこととし、国民健康保険の資格で判断します。

※ 事業継続に係る起算日について開業者にあっては開
業後とします。
ただし、遅くとも令和３年８月までに開業していること
が条件となります。

４月～８月分
申請の場合

９月～１１月分
申請の場合

 対象期間と基準期間の対象となる費用の合計
を比較した結果、原油価格・物価高騰の影響に
より、対象期間の対象となる費用の合計が２０
万円以上増加している。

※ 令和４年９月から令和５年２月１０日までの期間
に国、県、市等行政機関が実施する原油価格・物
価高騰に係る支援に対応する支援金等を受給（申
請を含む）した場合は、その金額を対象期間の対象
となる費用の合計から差し引きます。
【原油価格・物価高騰に係る支援に対応する支援金等の例】

 対象期間と基準期間の対象となる費用の合計
を比較した結果、原油価格・物価高騰の影響に
より、対象期間の対象となる費用の合計が１０
万円以上増加している。

※ 令和４年４月から同年８月までの期間に国、県、市
等行政機関が実施する原油価格・物価高騰に係る
支援に対応する支援金等*を受給（申請を含む）
した場合は、その金額を対象期間の対象となる費用
の合計から差し引きます。
（* 例：「千葉市地域公共交通支援事業」など）

４月～８月分
申請の場合

９月～１１月分
申請の場合

市

肥料価格高騰対策事業給付金

高齢・障害事業所支援

民間保育施設等支援

県 貨物運送事業者物価高騰対策支援

該当 該当

該当 該当

該当



給付対象者（給付要件）
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給付対象外となる者

① 法人等：申請日時点で千葉市内に本店（法人税の納税地）を有していない者

② 個人事業者：申請日時点で千葉市の住民基本台帳に記録されていない者で、かつ

令和３年分の確定申告書において千葉市内に事業所を有していない者

③ 個人事業者：基準期間の期首から申請日までに被雇用者又は被扶養者の期間がある

者（国民健康保険の資格で判定）

※基準期間・対象期間中に一時的に被雇用者・被扶養者であった場合も対象外

※いずれの場合も、開業者（新規開業者、個人成り及び個人から個人への事業承継を行った者）につい

ては開業後

④ 法人税法別表第１に規定する公共法人

⑤ 政治団体、宗教団体、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和

２３年法律第１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客

業務受託営業を行う者等

⑥ 暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

⑦ 過去に本支援金の給付を受けた者

※４月～８月分のみで１回目申請・受給をした場合は、２回目以降の申請で９月～

１１月分を申請することが可能です。（逆の順番でも構いません。）

※BCP策定加算の申請を行っていない場合は、２回目以降にBCP策定加算を追加で

申請することが可能ですが、BCP策定加算の受給は１回のみ可能です。
（例）４月～８月分の申請時にBCP策定加算の給付を受けた人が９月～１１月分を申請する場合、

BCP策定加算の２回目申請はできません。

以下の①～⑦に１つでも該当する事業者の方は対象外となります。

BCP策定加算を申請する場合

①基本方針 ②重要商品 ③被害想定 ④事前対策の検討 ⑤緊急時の体制 ⑥BCPの定着 ⑦BCPの見直し

４ページに記載の給付要件を満たし、本支援金の給付対象者となる方が令和２年４月以降
に自然災害及び感染症を踏まえたBCPを策定又は改定した場合に申請が可能です。
中小企業BCP策定運用指針入門コースで定める７項目を含むBCPを策定又は改定している
必要があります。

※ BCPは事業者及び従業員によって事業継続が実現可能なものであること。

詳細は２２～２８ページをご覧ください。
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給付対象者（給付要件）

対象となる費用の合計を比較する２つの月の間に、①個人事業者から法人化した、②法人から個人事
業主化した、③事業承継を行った場合は、対象期間と基準期間における月間の対象となる「費用」は下
表の通りとします。

含める費用
事例

対象期間と基準期間における月間の対象となる費用に含める費用

①個人事業者から、
法人化した場合

＊証拠書類等の一部が個人
事業者として作成されている
場合

法人化月*１以前 法人化月以降

法人化前の個人事業者の対象とな
る費用

法人化後の法人の対象となる
費用

②法人から、
個人事業主化した場合

＊証拠書類等の一部が法人と
して作成されている場合

個人事業主化月*２以前 個人事業主化月以降

個人事業主化前の法人の対象とな
る費用

個人事業主化後の個人事業
主の対象となる費用

③事業承継を行った場合

＊証拠書類等の一部が承継
前の事業者により作成されて
いる場合

事業承継月*３以前 事業承継を行った月以降

事業承継前の事業者の対象となる
費用

事業承継後の事業者の対象
となる費用

*１ : 法人化した日の属する月 *２ : 個人事業主化した日の属する月 *３ : 事業承継を行った日の属する月

給付要件の特例

※ ①～③の特例を適用する場合、事業形態等に変更が生じたことが分かる資料を申請書に添付してください。
※ BCP策定加算を申請する者で、 ①～③の特例を適用する場合、変更後の事業形態を踏まえたBCPを策定
又は改定していることが必要です。

対象となる費用の合計を比較する２つの月の間に、

① 個人事業者から法人化した

② 法人から個人事業主化した

③ 事業承継を行った

これらの場合は特例（下記）をご確認ください。

法人化、個人事業主化、または事業承継をされましたか？



必要書類早見表（共通書類）
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個人 法人 共通

確定申告
している

事業収入を
給与収入、
雑収入で

申告している

確定申告を
要さない

確定申告
している

確定申告を
要さない

2回目以降
追加申請

*1回目申請と
同じ口座の場
合は省略可能

振込先口座が法人名義・本人名義の場合

通帳又はキャッシュカードの写し 〇 〇 〇 〇 〇 ◆

振込先口座が法人名義・本人名義以外の場合

委任状 〇 〇 〇 〇 〇 ◆

委任者と受任者それぞれの本
人確認書類の写し
（原則、顔写真付きのもの）

〇 〇 〇 〇 〇 ◆

通帳又はキャッシュカードの写し 〇 〇 〇 〇 〇 ◆

通帳の写し
金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、名義人 が確認できるよう

スキャン又は撮影してください。

電子通帳等で、紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。
同様に、当座口座で紙媒体の通帳がない場合も、電子通帳等の画像を提出してください。

区分

項目

２回目申請に必要な書類については、手引き１０ページをご確認ください。



必要書類早見表
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※記号の説明
〇・・・・・それぞれの事業形態に応じて、提出が必要な書類になります。
◆・・・・・該当する場合に提出が必要な書類になります。

区分

提出書類

個人 法人

確定申告している
事業収入を

給与収入、雑収入で
申告している

確定申告を
要さない

確定申告している
確定申告を

要さない

◼ 千葉市中小企業者緊急特別支援金給付申請書（様式第１号） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◼ 誓約書・同意書（様式第２号） ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◼ 本人確認書類の写し
運転免許証(両面）、個人番号カード（表面）、写真付きの住民基本
台帳カード（表面）、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証
明書（特別永住者のもの）（両面）、住民票（3か月以内に発行され
ており、千葉市に居住していることが確認できるもの）等

〇 〇 〇

◼ 所得税確定申告書第一表の控え（１枚目）
※申請日時点で最新のもの

〇 〇

【青色申告の場合】
◼ 所得税の青色申告決算書の控え（１枚目と２枚目）

※申請日時点で最新のもの
【白色申告の場合】
◼ 所得税の収支内訳書の控え（１枚目と２枚目）

※申請日時点で最新のもの

〇

◼ 市民税・県民税申告書の控え（両面）
※令和４年度分

◯

◼ 市民税・県民税申告書の収支内訳書の控え（１枚目と２枚目） ◯

◼ 市内で事業を行っていることが分かる書類
（開業届、許認可証、事業所等に係る契約書等）

◯

＜個人事業者であることを証する書類>
◼ 個人事業の開業・廃業等届出書

事業の開始等の事実があった日から１月以内に提出したもの
〇

◼ 申請者名義の国民健康保険証の写し
※①提出する際に、記号、番号、保険者番号や二次元コードをマスキング
すること
※②任意継続や後期高齢者医療保険加入者を含む
４月～８月分申請の場合：令和３年４月から申請日まで継続して資

格を有すること
９月～１１月分申請の場合：令和３年９月から申請日まで継続して

資格を有すること
個人成りを含む開業者については、開業後から申請日まで継続して資格
を有すること

◯ ◯ ◯

◼ 法人税の確定申告書別表一の控え
申請日時点で直近の事業年度であること

〇

◼ 法人事業概況説明書（両面）
申請日時点で直近の事業年度であること

〇

◼ 活動計算書、正味財産増減計算書等
根拠法令等において作成が義務付けられている書類、又はこれに類するも
ので、直近の事業年度分及び申請に用いる給付要件を満たす基準期間
をその期間内に含む事業年度の年間の法人事業収入が確認できるもの

〇

◼ 申請者の履歴事項全部証明書
３か月以内に発行されており、かつ申請時の代表者氏名の記載のあるも
の

〇

◼ 根拠法令に基づき法人等の設立について公的機関に許可等されているこ
とが分かる書類

〇

◼ 事業規模（資本金の額又は出資の総額並びに常時使用する従業員の
数）が確認できる書類

〇

◼ コスト内訳書に記載した品目毎に係る対象期間及び基準期間の任意の
１月分の単価が分かるもの
※仕入台帳、納品書、領収書等の写しで、品目、単価、数量の記載のあ
るもの

◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◼ BCPの写し
令和２年４月以降に自然災害及び新型コロナウイルス感染症を踏まえ中
小企業BCP策定運用指針の入門コースで定める７項目（①基本方針
②重要商品③被害想定④事前対策の検討⑤緊急時の体制⑥BCPの
定着⑦BCPの見直し）を含み策定又は改定したもの。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◼ BCP策定加算 申請時チェックリスト（様式第３号） ◆ ◆ ◆ ◆ ◆



必要書類早見表（該当する場合）
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給付要件の特例を活用される方や新規開業者は、前ページに記載した書類と下表の書類を合せてご提出ください。

№ 区分 提出書類

１

新たに開業した者

４月～８月分申請の場合：
遅くとも令和３年８月までに開業している者
９月～１１月分申請の場合：
遅くとも令和３年１１月までに開業している者

(個人) ■ 個人事業の開業・廃業等届出書（所得税法第２２９条）

(法人) ■ 法人設立届出書（法人税法第１４８条）

２

確定申告書を提出した後に事業形態に変更

が生じた者

※提出書類の内容から事業の引継ぎが確認

できること

(個人⇒法人)※個人事業を廃業し、法人を設立した場合

◼ 個人事業の開業・廃業等届出書

◼ 法人設立届出書

(法人⇒個人)※法人を廃業し、個人事業を設立した場合

◼ 異動届出書（法人税法第１５条、第２０条）

◼ 個人事業の開業・廃業等届出書

(個人⇒個人)※事業を引き継いだ場合

◼ 個人事業の開業・廃業等届出書

(法人⇒法人)※事業を引き継いだ場合

◼ 事業形態等に変更が生じたことが分かる資料

新規開業者又は特例を活用する場合

BCP策定加算のみ申請する場合

その他

※既に原油価格・物価高騰対応分を受給済みの場合

№ 提出書類

１ 申請書（様式第１号）

２ 誓約書・同意書（様式第２号）

３

BCPの写し

令和２年４月以降に自然災害及び新型コロナウイルス感染症を踏まえ中小企業BCP策定運用指針の入門コースで定める７項目

（①基本方針②重要商品③被害想定④事前対策の検討⑤緊急時の体制⑥BCPの定着⑦BCPの見直し）を含み策定又は改定し

たもの。

４ BCP策定加算 申請時チェックリスト（様式第３号）

№ 区分 提出書類

１
提出した確定申告書の記載事項を変更して

いる場合

個人：「事業所」➡個人事業の開業・廃業等届出書、「住所、氏名」➡住民票

法人：「納税地、代表者、資本金」➡異動届出書、履歴事項全部証明書

２ 提出した確定申告書類等に押印がない場合

・ｅ－Ｔａｘによる申告であって、受付日時が印字されていない場合「受信通知」を

添付してください。

・収受日付印等が存在しない場合には、当該年の「納税証明書（その２所得金額

用）」を提出してください。

・収受日付印等及び「納税証明書（その２所得金額用）」のいずれも存在しない場

合には、当該年の課税証明書又は非課税証明書を提出してください。



原油価格・物価高騰対応支援金の場合

◼ コスト内訳書に記載した品目毎に係る対象期間及び基準期間の任意の１月分の単価が分かるもの（必須）
※仕入台帳、納品書、領収書等の写しで、品目、単価、数量の記載のあるもの

◼ （個人の場合）申請者名義の国民健康保険証の写し（基準期間の期首から申請時点まで継続して有効なもの）

必要書類早見表
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2回目以降に追加申請をする場合

2回目以降申請の場合、提出が必要な書類は以下をご確認ください。
なお、１回目申請に必要な書類については、手引き７ページをご確認ください。

場合によって再提出が必要な書類

追加申請日時点で前回提出時の確認書類に期限切れが生じている場合や更新されている場合は、再提出が必
要です。

必須書類（共通）

◼ 千葉市中小企業者緊急特別支援金給付申請書（様式第１号）

◼ 誓約書・同意書（様式第２号）

BCP策定加算の場合

◼ BCPの写し（必須）

◼ BCP策定加算 申請時チェックリスト（様式第３号）（必須）

法人
確定申告を

している
確定申告を

要さない

◼ 法人税の確定申告書別表一の控え 〇

◼ 法人事業概況説明書（両面） 〇

◼ 活動計算書、正味財産増減計算書等 〇

◼ 申請者の履歴事項全部証明書 〇

◼ 根拠法令に基づき法人等の設立につい
て公的機関に許可等されていることが分
かる書類

〇

◼ 事業規模（資本金の額又は出資の総
額並びに常時使用する従業員の数）が
確認できる書類

〇

✚

✚

個人

◼ 本人確認書類の写し



記入例（様式第１号）
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本店又は主たる事業所の
所在地です。（個人の場
合における「住所」ではありま
せん）

個人の場合は、本人確認書類の写しと同じ住所を記入してください。

和暦で記入してください。

個人の場合は代表職は不
要です。

既にお申込みいただいた申請がある場合は、該当欄に☑してください。



記入例（様式第１号）
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通帳見開きページに記載の
名義人を記入してください。

BCP策定加算支援金を申請する場合はチェック

４月～８月分申請の場合は、該当する申請金額にチェック

具体的に記載してください。

９月～１１月分申請の場合はチェック



記入例（様式第１号）
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複数の物品がある場合には、主な物品の単価
を記入してください。 ※対象期間及び基準期
間の任意の１月分で同月でなくても可

原油価格・物価高騰の影響を
受けたコストのみ記入してください。

６品目以上となる場合、
別の内訳書を作成し、
コスト合計は様式第１
号に記入してください。

計算間違い・記入漏れがないよう
に記入してください。

９月から１１月分を申請する方は、別途同封した「コスト
内訳書（９月から１１月分）」を提出してください。



記入例（様式第１号）

千葉市中小企業者緊急特別支援金 申請の手引き 14

複数の物品がある場合には、主な物品の単価
を記入してください。 ※対象期間及び基準期
間の任意の１月分で同月でなくても可

原油価格・物価高騰の影響を
受けたコストのみ記入してください。

６品目以上となる場合、
別の内訳書を作成し、
コスト合計は様式第１
号に記入してください。

計算間違い・記入漏れがないよう
に記入してください。



株式会社緊急特別支援事務局
○○株式会社
〒000-0000

千葉県千葉市○○区○○

株式会社緊急特別支援事務局

総務部経理担当

山田 太郎 様

TEL： 043-202-1821

E-Mail： chibacity-kinkyushien@jtb.com

担当：

No. 数量 単位

1 10 kg

2

3

4

5

6

7

8

9

黒こしょう（材料）

領　収　書

領収No. 101

発行日 2022年8月31日

〒260-0015

千葉県千葉市千葉港１番１号

千葉　太郎¥37,000 総合計金額

項目 単価 金額

¥3,700 ¥37,000

備考

¥37,000合計

株式会社緊急特別支援事務局
○○株式会社
〒000-0000

千葉県千葉市○○区○○

株式会社緊急特別支援事務局

総務部経理担当

山田 太郎 様

TEL： 043-202-1821

E-Mail： chibacity-kinkyushien@jtb.com

担当：

No. 数量 単位

1 30 L

2 10 kg

3 40 kg

4 20 kg

5 10 袋

6

7

8

9

合計 ¥84,800

備考

お茶代（経費） ¥448 ¥4,480

じゃがいも（材料） ¥580 ¥23,200

小麦粉（材料） ¥531 ¥10,620

植物油（材料） ¥500 ¥15,000

黒こしょう（材料） ¥3,150 ¥31,500

項目 単価 金額

領　収　書

領収No. 101

発行日 2022年4月30日

〒260-0015

千葉県千葉市千葉港１番１号

 総合計金額 ¥84,800 千葉　太郎

記入例（様式第１号）
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令和4年8月材料の領収書

*¹,*²：複数の物品がある場合には、主
な物品の単価を記入してください。
※対象期間及び基準期間の任
意の１月分で同月でなくても可

*³,*⁴：各月の品目のコストは、物価高
騰が生じた全ての物品の合計額
を記入してください。

また、単価および単価を証明する書類は、
*¹,*²で記入した金額が分かるものを添付
してください。

*²
*¹

令和3年4月材料の領収書

*²

*¹

*³

*⁴

¥80,320

原油価格・物価高騰の影響を受けていない金額は
*³,*⁴に含めないでください。

領収書は、主な単価を証するものであれば月のコスト
合計と合致しなくても問題ございません。



記入例（様式第１号）
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コスト増加額の合計が給付対象要件を満たすのであれば
コスト発生月が毎月でなくても問題ございません。

（4月～8月分申請：10万円以上／9月～11月分申請：20万円以上）
＊コストが発生していない月は、0と記入してください。

＊Cの欄には緊急特別支援金以外の金額を入れてください。

コスト内訳書記入注意点

また、コスト発生月が同月または同月数でなくても構いません。

１か月

３か月



記入例（様式第２号）
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氏名は必ず自署してください。
※個人の場合は代表者職不要

該当しない場合は、チェック不要



記入例（様式第３号）
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提出書類見本
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所得税確定申告書第一表の控え（申請日時点で最新のものの１枚目）

所得税の青色申告決算書の控え（申請日時点で最新のものの１枚目と２枚目）

所得税の収支内訳書の控え（申請日時点で最新のものの１枚目と２枚目）

申告書B 申告書A



提出書類見本
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法人税の確定申告書別表一の控え

法人設立届出書

法人事業概況説明書（両面）

開業届



提出書類見本
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本人確認書類は、下記のいずれかの写しを住所・氏名・顔写真がはっきりと判別できるかたちで提出してください。

⚫ 運転免許証（両面） （返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能）

⚫ 個人番号カード（表面のみ）

⚫ 写真付きの住民基本台帳カード（表面のみ）

⚫ 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書（在留の資格が特別永住者のものに限る。）

※いずれの場合も申請日において有効なものであり、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る。

なお、上記本人確認書類を保有していない場合は、下記（１）又は（２）で代替することができるものとします。

(１）住民票の写し及びパスポート（顔写真の掲載されているページ）の両方

(２）住民票の写し及び各種健康保険証（両面）の両方

※各種健康保険証は「記号」、「番号」、「保険者番号」、「二次元コード」が見えないようマスキングしてください。

本人確認書類

市民税・県民税申告書



BCPについて
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BCPとは

本

支援金申請に必要なBCP

BCPの策定にあたって

BCPに必要な７項目

BCP策定サポート



BCPについて
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【項目１】BCPの基本方針

【項目２】重要商品

①該当する方針をチェックしてください。

②記載内容以外に基本方針が考えられる

場合は、記入してください。

自社の重要商品を一つ記入してください。
もしも選ぶ際に迷われた場合は、商品・
サービスの提供が停止することで、自社
の売上に大きな影響があるものや顧客へ
の影響が大きなものを記入してください。

本支援金の申請に当たりご提出いただくBCPに必要な７項目についての参考様式「千葉市中
小企業BCP様式」への記入方法です。



BCPについて
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[項目３】被害想定

●イメージしていただくための項目なので記入は
不要です（自社向けにアレンジしたい場合は
修正・追記いただいて構いません）。

●なお、この様式を使用せずにBCPを策定する
場合には、ご自身で被害想定（自然災害と
感染症の両方）を記載してください。



BCPについて
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【項目４】事前対策の検討

ステップ１ 事前対策の実施状況の把握

緊急時に重要商品を提供し続けるために、
経営資源（人・物・情報・金等）ごとに自
社でどのような事前対策が実施できているか
を確認します。

ステップ２: 事前対策の検討・実施

事前対策が実施
できている場合

事前対策が実施
できていない場合

自社で実施できている対策を「実施済」として
記入します。

これから実施しなければならない事前対策を
検討し、実施時期を含めて記入します。

事前対策が実施できている場合 事前対策が実施できていない場合

✓ 携帯電話を用いた緊急連
絡網により安否確認が実
施できる。
【主要な連絡先】
●●総務部長
xxx－xxx－xxxx

●●総
務部長

実施済
み

①実施状況について「はい」「いいえ」を
チェックしてください。

②①で「はい」とチェックした項目については、
自社で取り組んでいる対策を記入してくだ
さい。

✓

●●機械の操作手順を従
業員に教育する。

●●人
事課長

来年度
中

①実施状況について「はい」「いいえ」を
チェックしてください。

②①で「いいえ」とチェックした項目については、
これから自社で実施すべき対策、対策を実
施する担当者、実施時期を検討し、結果を
記入してください。



BCPについて
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【項目５】緊急時の体制（1）

②あらかじめ様式に記載されている緊急時の対応の例を確認してください。
緊急時の対応には、他の企業と連携して対応することで効果的となる場
合があります。

（申請者による記入は不要ですが、自社向けにアレンジするのであれば、
修正・追記していただいてかまいません。）

①緊急時の統括責任者を確認してください。統括責任者が不在の
場合もありますので、代理責任者も２名決めておきましょう。
（個人事業主など代理責任者を立てることが出来ない場合は、
代理責任者欄の記載は不要です。）



BCPについて
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【項目５】緊急時の体制（2）



BCPについて
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BCPは、緊急時に従業員が有効に活用し、適切な対応ができるよう準備しておくことではじめて
意味を成します。そのため、BCPを策定した後は、従業員にBCPの内容やBCPの重要性を理解
してもらうために、社内における周知・普及啓発を実施することが重要となります。
自社の組織構成や教育体系等を踏まえ、項目６に自社の周知・普及啓発計画を記入してく

ださい。なお、少なくとも毎年１回は、経営者が従業員に対してBCPの進捗状況や問題点を説
明するとともに、各自の取組状況、役割分担を定期的に確認するようにしましょう。

【項目６】BCPの定着

【項目７】BCPの見直し

常にBCPの内容を自社の現状に見合ったものとしておくために、必要に応じBCPを見直すことが
重要になります。日ごろから実施している経営管理の結果、顧客状況や在庫状況、商品・サービ
スの変更、人事異動等があった場合、BCPの見直しを行う必要があるか検討し、必要があれば
BCPに反映します。また、これから実施を予定している事前対策の進捗状況や問題点を定期的
にチェックし、対策の内容や実施時期を再検討する必要があります。そのため、策定したBCPの中
に、あなたの会社が見直す基準を記載しておき、随時確認するようにしましょう。

経営者が従業員にBCPの進捗状況や問題点を説明する頻度を記入してください（１行目）。
なお、 「何をする？」の欄は、従業員がいない場合、ご自身でのBCPの定期的な振り返りにつ

いての内容に修正してください。
また、従業員への周知・普及啓発として自社でその他に実施可能なものがあれば、記載してくだ

さい（２行目以降に適宜、行追加して記入してください）。

②あらかじめ記載されている内容以外に見直す基準が考えられる場合には、記入してください（追記
するものがなければ空欄で構いません）。

①BCPを見直す基準をあらかじめ
記載していますので、確認してくだ
さい（一般的な内容について記
載しているものですが、自社向け
にアレンジする場合には、修正して
いただいてもかまいません）。
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Ｑ＆Ａ

Ｑ 兼業していますが、対象になりますか？
個人事業主がアルバイトの副収入がある場合でも対象となります。具体的には、基準期間の期首から申請日まで国民健

康保険に加入していることにより確認します。
Ａ

Ｑ 中小企業でなくても対象となりますか？
中小企業基本法に基づかない法人格を持つ法人等（社会福祉法人、医療法人、NPO法人、組合等）の場合も本

手引き３ページの表を準用し、各業種ごとに規定される規模以下の場合は支援金の対象となります。Ａ

Ｑ 対象外となる業種は？

政治団体、宗教団体（詳細はP.５を参照）等は対象外となりますが、幅広い業種が対象です。Ａ

Ｑ 被雇用者又は社会保険（健康保険）の被扶養者ですが、給付を受けられますか？
受けられません。

本業として事業活動をされている事業者様が給付対象となるため、サラリーマン等の被雇用者の方は対象外となります。また、
社会保険（健康保険）の被扶養者の方は、他の御家族等の収入で生計を立てられている者と見なし、
対象外となります。なお、基準期間の期首から申請日まで国民健康保険に加入していることにより確認します。

Ａ

Ｑ 原油価格・物価高騰対応支援金で、対象となる費用とは何ですか？
①原材料費（原料、材料、仕入物品、消耗品、荷造運賃）②燃料費（ガソリン、重油、軽油、灯油）③光熱費

（電気、ガス）です。
Ａ

Ｑ いつ支援金が振り込まれますか？
・申請書類などに不備がない場合は、概ね４週間程度で指定口座への入金を予定しております。
・なお、支給が決定した方には、振込予定日が記載された給付可否決定通知書を送付いたします。Ａ

Ｑ 申請日までに市外に移転した場合は対象となりますか？

（法人）対象となりません。申請日時点で市外に本店を移転された事業者は、給付の対象外となります。

（個人）市外への引っ越し又は市外への事業所の移転を行った場合、①千葉市の居住者（住民票で確認）であること
②引き続き市内に主たる事業所（令和3年分確定申告書で確認）があることのいずれかを満たす場合は給付
の対象となります。

Ａ

Ｑ 申請にはどのような書類が必要ですか？また、コスト増加を証明する書類とは
何か教えてください。

申請書のほか、誓約書・同意書、確定申告書の写し、通帳の写し、本人確認書類の写し、国民健康保険証等の提出

が必要です。
また、１年前の単価と直近の単価が分かる書類として、仕入台帳、納品書、領収書の写し等のいずれか1つの提出が必
要です。仕入台帳や納品書等は、全ての物品について提出する必要はなく、主な物品について資料を提出してください。
なお、BCP策定加算支援金を申請する際には、策定したBCPの写し及び申請時チェックリストの提出が必要です。

Ａ

Ｑ 原油価格・物価高騰対応支援金を申請し受給した後に、コスト増加額を少
なく見積もっていたことが判明しました。この場合、差額分を追加申請することは
できますか？

原油価格・物価高騰対応支援金の申請は４月～８月分、９月～１１月分それぞれ一度のみとなるため、差額分を追

加申請することはできません。

Ａ
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Ｑ＆Ａ

Ｑ BCP策定加算支援金を受給する際にどのようなBCPでも受給できますか？
本市支援金の受給に必要なBCPは、以下の３点を踏まえ作成したものとしております。

・中小企業BCP策定運用指針（平成１８年中小企業庁）の入門コースで定める７項目（①基本方針②重要商品
③被害想定④事前対策の検討⑤緊急時の体制⑥BCPの定着⑦BCPの見直し）を含むもの。
・令和２年４月以降に自然災害だけではなく、感染症を含む内容で策定又は改定していること。
・策定等に当たっては、必ず自社を想定し、実現可能な計画であること。

Ａ

Ｑ BCPとはどのようなものですか？

自然災害や新型コロナウイルス感染症流行などの緊急事態における事業の継続や早期復旧のための対策について策定
する事業継続計画をいいます。

Ａ

Ｑ 原油価格・物価高騰対応支援金を申請していません。BCP策定加算支援金
のみ申請することは可能ですか？
できません。

原油価格・物価高騰対応支援金を申請した方のみ、BCP策定加算支援金の申請が可能です。
Ａ

Ｑ BCPはどのような様式でもよいでしょうか？

どのような様式でも結構ですが、①基本方針②重要商品③被害想定④事前対策の検討⑤緊急時の体制⑥BCPの定

着⑦BCPの見直しの７項目に相当する内容を盛り込む必要があります。
本市が作成しました様式と策定ガイドをご活用いただくことで、BCPの作成が進めやすくなります。
任意の様式の場合、項目名が上記①～⑦と一字一句一致する必要はありませんが、７項目に相当する内容がBCPの
何ページ目に記載されているかを申請時チェックリストに必ず記入してください。

Ａ

Ｑ （オンライン申請）BCPのみ追加申請の場合、改めて情報登録が必要ですか？

原油価格・物価高騰対応の支援金申請後に届く自動応答メールにマイページURLを記載しております。そのマイページ上段

のURLから申請を行ってください。一部の項目については、再度登録が必要となります。
Ａ

Ｑ 外国語サービスはありますか？ I need foreign language service.
はい。英語と中国語で対応しています。必要な方は事務局までお問合せください。

For English and Chinese, language assistance services are available, please call (０４３－２０２－
１８２１)  

or email (chibacity－kinkyushien@jtb.com) us.

Ａ

Ｑ 申請書の書き方が分からないので、教えてほしい。

事務局でご案内しますので、０４３－２０２－１８２１へご連絡をお願いします。

土日祝日を除く、平日８:３０～１７:３０までが電話受付時間となります。
事務局にて対面でも相談対応します。あらかじめ電話予約をお願いいたします。

Ａ

Ｑ 確定申告書に収受日印がないのですが？

確定申告書第一表の控えに収受日印が押印されていない場合、提出する確定申告書類の年分の「納税証明書(その

２所得金額用)(事業所得金額の記載のある者)」を提出してください。また、e－TAXを通じて申告を行っている場合、
「受信通知メールの控え」を添付ください。（ただし、確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のある
者については、受信通知メールは不要です。）

Ａ
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Ｑ＆Ａ

Ｑ コストが値上がりしている全ての物品の領収書が必要ですか？

Ａ コスト内訳書にご記載いただいた各品目ごとに主たる物品を一つ選び、対応する期間中の任意の１回分の単価がわかる

領収書をご提出ください。全ての物品に係る書類をご提出いただく必要はございません。

Ｑ BCPを策定したら、どこかの機関で承認をもらう必要がありますか？

Ａ 本支援金を申請するために策定されるBCPにつきましては、行政機関の承認等は必要ございません。申請書様式第３号

「BCP策定加算 申請時チェックリスト」をご確認いただき、７つのチェック項目に沿ってご策定ください。

Ｑ 単価を証する領収書や請求書がありません。カードの支払い明細を提出しても
良いですか？

Ａ 本支援金は原油価格・物価高騰の影響を受けて単価が高騰し、コストが増加した事業者様を支援するために設けており

ます。その趣旨から、単価の確認は不可欠でございます。支払額と購入単位が分かる資料であれば、単価が記されていな
くても代用が可能です。電気代・ガソリン代等につきましては、供給会社に確認した単価とその旨を領収書等にご記入いた
だければ単価が分かる資料として認めます。

Ｑ コスト内訳書は税込と税抜、どちらに合わせるべきでしょうか？

Ａ 品目ごとに令和３年及び令和４年の計算方法をどちらかに統一していただければどちらでも問題ございません。
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オンライン申請

申請書類の確認

（審査）

郵送申請

申請受付

（登録完了）

申請受付

（申請書類到着・

開封確認）

審査完了後
決定通知書の郵送

口座振込

システムで申請を行うため、
あらかじめ必要書類の準備
をお願いします。

システムに必要事項を入力
していただき、必要書類の
アップロードを行います。

書類の内容確認のため、事務局よりご
連絡を差し上げることがございます。

審査完了後、給付可否決定通知書を
郵送します。

申請書記載の口座に、給付金の振込
を行います。

申請書類に必要事項を記
載し、提出が必要な書類を
確認したうえで事務局に郵
送をお願いいたします。

事務局に書類到着後、申
請書の記載内容や同封書
類の内容確認を行います。

申請から給付までのおおまかな流れは、次のとおりです。

※ 申請書類に不備がない場合、概ね４週間程度で支援金をお振込みします。
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経営に関する相談窓口

BCP策定に係る相談のほか、経営に関する様々なお悩みを一元的に対応します。

お問い合わせ先：千葉市産業振興財団ワンストップ相談窓口
住所：千葉市中央区中央２－５－１千葉中央ツインビル２号館８階
TEL：０４３－２０１－９５０６
メール：soudan@chibashi-sangyo.or.jp
※月曜日～金曜日（祝日除く）９：００～１７：００

申請及びBCP策定のサポート

特設WEBサイト

mailto:soudan@chibashi-sangyo.or.jp




問い合わせ先

千葉市中小企業者緊急特別支援金事務局

TEL ０４３－２０２－１８２１

FAX ０４３－２０２－６００８

E-メール chibacity－kinkyushien@jtb.com

郵送物宛先

〒２６０－００１５ .

千葉市中央区富士見２－１５－１１

IMI千葉富士見ビル４階（JTB千葉支店内）

千葉市中小企業者緊急特別支援金事務局 宛て

〒２６０－００１５

千葉市中央区富士見２－１５－１１

IMI千葉富士見ビル４階（JTB千葉支店内）

千葉市中小企業者緊急特別支援金事務局 宛て

宛名ラベル


