
   

千葉市中小企業者緊急特別支援金給付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、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く中

小企業者に対して、事業の継続を支援するため、予算の範囲内において、この要綱に基づき、

千葉市中小企業者緊急特別支援金を給付する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）千葉市中小企業者緊急特別支援金 次に掲げる支援金の総称をいう。以下「支援金」とい

う。 

ア 原油価格・物価高騰対応支援金（４月～８月分） 

対象期間の対象となる費用の合計が基準期間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する給付金 

  イ 原油価格・物価高騰対応支援金（９月～１１月分） 

    対象期間の対象となる費用の合計が基準期間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対する給付金 

ウ ＢＣＰ策定加算支援金 

前記ア、イの給付を受けるもののうち、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中小企業者に対する給付金 

（２）中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）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、団体等をいう。 

（３）個人事業者 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３

７号に規定する確定申告書（以下「個人確定申告書」という。）の第一表における「収入金額

等」を有するもの、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」

を有するものをいう。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

た者を含む。 

（４）対象となる費用 事業を行うに際して生じる原材料費、燃料費、光熱費で別表１に定める

ものをいう。 

（５）ＢＣＰ 自然災害や感染症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、令和２年４月以降に策定又は改定した事業継続計画をいう。 

（６）開業 中小法人等の設立又は個人事業者の開業をいう。 

（７）事業承継等 事業承継、個人事業者からの法人化、又は法人からの個人事業主化をいう。 

（８）対象期間 原油価格・物価高騰対応支援金（４月～８月分）においては、令和４年４月か

ら同年８月までの期間をいい、原油価格・物価高騰対応支援金（９月～１１月分）において

は、令和４年９月から同年１１月までの期間をいう。 

（９）基準期間 原油価格・物価高騰対応支援金（４月～８月分）においては、令和３年４月か

ら同年８月までの期間をいい、原油価格・物価高騰対応支援金（９月～１１月分）において

は、令和３年９月から同年１１月までの期間をいう。 

 

（給付事業） 

第３条 支援金の給付対象者、給付金額等は、次のとおりとする。 

（１）原油価格・物価高騰対応支援金（４月～８月分）については、別表２のとおりとする。 

（２）原油価格・物価高騰対応支援金（９月～１１月分）については、別表３のとおりとする。 

（３）ＢＣＰ策定加算支援金については、別表４のとおりとする。 

２ 給付対象者は、前項各号に規定する別表のほか、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）法人にあっては、市内に本店を有する者とし、個人事業者にあっては、本市に住所を有す

る者又は市内に主たる事業所を有する者とする。 

（２）支援金の受給後も、引き続き市内で事業を継続する意思があること。 

 

（給付の申請） 

第４条 申請者は、次の各号に掲げる書類を添付して、前条第１項各号で規定する別表中の申請

期間内に市長に提出するものとする。 



（１）次のアからカまでのすべて 

  ア 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） 

  イ 誓約書・同意書（様式第２号） 

  ウ 申請者名義の振込先口座の通帳の写し 

  エ 様式第１号に記載する対象となる費用の単価を確認できる書類の写し 

オ 対象となる費用を比較する２つの月の間に事業承継等した場合は、その旨を確認できる

書類の写し 
カ その他市長が必要と認める書類 

（２）申請者が法人の場合は、前号に掲げる書類のほか次のアからイまでのすべて 

  ア 申請日時点で直近の事業年度を含む法人確定申告書別表１の控え（いずれも収受日付印

が押印（税務署においてｅ－Ｔａｘにより申告した場合は、受付日時が印字）されている

こと。なお、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は、「受

信通知」を添付すること。ただし、収受日付印（税務署においてｅ－Ｔａｘにより申告し

た場合は、受付日時が印字）又は「受信通知」（以下「収受日付印等」という。）のいず

れも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）」を併せて提出す

ることで足りる。） 

イ 前記アに対応する法人事業概況説明書の控え 

（３）申請者が個人事業者の場合は、第１号に掲げる書類のほか次のアからエまでのすべて 

ア ２０２１年分の個人確定申告書第一表の控え（いずれも収受日付印が押印（税務署にお

いてｅ－Ｔａｘにより申告した場合は、受付日時が印字）されていること。なお、ｅ－Ｔ

ａｘによる申告であって、受付日時が印字されていない場合は「受信通知」を添付するこ

と。ただし、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）」を併せて提出することで足り、また、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併せて

提出すれば足りる。）。なお、確定申告の義務が無い、その他合理的な事由により提出でき

ないものと市長が認めた場合は、当該年分に相当する住民税の申告書類等の控えにより代

替することができる。 

イ 所得税青色申告決算書又は収支内訳書の控え 

ウ 申請者本人名義の国民健康保険証等の写し（基準期間の期首（開業者（新規開業者、個

人成りや事業承継をした個人）については開業後）から申請日時点まで継続して有効であ

るものに限る。） 

エ 本人確認書類の写し 

（４）特定非営利活動法人及び公益法人等の場合は、第１号に掲げる書類のほか次のアからエま

でのすべて 

  ア 申請日時点で直近の事業年度分をその期間内に含む事業収入が確認できる資料（活動計

算書、事業活動収支計算書、正味財産増減計算書等で、根拠法令等において作成が義務づ

けられている書類であり、収入が確認できるもの又はこれに類するもの） 

イ 申請者の履歴事項証明書（申請時点で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） 

ウ 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わかる書類 

エ 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 

（５）ＢＣＰ策定加算支援金を申請する場合は、第１号に掲げるアからウの書類のほか次のアか

らイまでのすべて 

ア 令和２年４月以降に策定又は改定したＢＣＰの写し 

  イ ＢＣＰ策定加算 申請時チェックリスト（様式第３号） 

２ 申請者は、本条で定める法人確定申告書類及び個人確定申告書類の裏付けとなる取引内容が

確認できる帳簿書類及び通帳その他の千葉市が定める書類等を電磁的記録等により７年間保存

するとともに、当該書類等その他千葉市が必要と認める書類等について、千葉市の依頼に応じ

て速やかに提出すること。 

 

（給付対象外となる者） 

第５条 第３条第１項各号で規定する別表における給付対象外要件に該当する者のほか、次の各

号のいずれかに該当する者は受給することができない。 

（１）中小法人等にあっては、申請日時点で千葉市内に本店を有していない者 

（２）個人事業者にあっては、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２０２１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もの 



（３）法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第１に規定する公共法人 

（４）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 

（５）宗教上の組織又は団体 

（６）政治団体 

（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しく

は暴力団員と密接な関係を有する者 

（８）その他市長が適当でないと認める者 

 

（給付及び不給付の決定通知） 

第６条 市長は、前条の規定により提出された申請を受理したときは、速やかにその内容を審査

した上で給付の適否を決定し、その旨を申請者へ千葉市中小企業者緊急特別支援金給付可否決

定通知書（様式第４号）により通知するとともに、適正と認められた申請者に対して、支援金

を給付するものとする。 

２ 前項の審査に際し、市長が必要と認めるときは、前条の申請に係る関係書類の提出を求め、

又は現地調査等により、その内容に関し調査を行うことができる。 

３ 市長は、第１項の規定により、支援金の給付を行わないことを決定したときは、その理由を

付して申請者に対し通知するものとする。 

 

（給付の取消） 

第７条 市長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付の決定を取り消すこ

とができるものとする。 

（１）虚偽その他不正の手段により、支援金を受けたとき 

（２）この要綱に違反したとき 

（３）その他市長が不適正と認めたとき 

２ 市長は、前項の規定により給付の決定を取り消した場合は、千葉市中小企業者緊急特別支援

金給付決定取消通知書（様式第５号）により通知するものとする。 

 

（返還請求） 

第８条 市長は、前条の規定により給付の決定を取り消したときは、既に支払った支援金の全部

について、期限を定めて給付決定者に対し、その返還を請求するものとし、給付決定者はその

請求に応じて返還しなければならない。 

２ 前項の規定による返還請求は、千葉市中小企業者緊急特別支援金返還請求書（様式第６号）

によるものとする。 

 

（その他） 

第９条 支援金は、予算額の範囲内に限り、申請者からの申請について、市長が第３条に規定す

る要件を満たすと確認した時点で成立し、市長が給付額を決定する贈与契約である。 

２ この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和４年８月２５日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和４年１０月６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年２月１日から施行する。



 

別表１                         

対象となる費用 

（第２条関係） 

 
 

 対象品目 

原材料費 
原料、材料、仕入物品、 

消耗品、荷造運賃 

燃料費 ガソリン、重油、軽油、灯油 

光熱費 電気、ガス 

 

別表２ 

給付事業名 原油価格・物価高騰対応支援金（４月から８月分） 

給付対象者 

（１）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、今後も事業の継続のための取組みを千葉市で実施する意思がある

こと。 

（２）（１）の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

する。ただし、令和３年８月までに開業していること。 

（３）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１

０万円以上増加していると認められる者。なお、対象期間に国、県、

市など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くこととする。 

給付対象者

の特例 

（１）申請者は、前記給付対象者（３）について、次のア－ウに該当する

場合には特例を用いることができる。 

ア 対象となる費用の合計を比較する２つの月の間に個人事業者から

法人化したものについては、証拠書類等の一部が個人事業者として作

成されている場合であって、原油価格・物価高騰の影響により、対象

期間と基準期間における月間の対象となる費用（「費用」には、法人

化した日の属する月（以下「法人化月」という。）以前においては、

法人化前の個人事業者の対象となる費用を含め、法人化月以降におい

ては法人化後の法人の対象となる費用を含める。）の合計と比較して、

対象期間の対象となる費用の合計が１０万円以上増加するもの。 

イ 対象となる費用の合計を比較する２つの月の間に法人から個人事

業主化したものについては、証拠書類等の一部が法人として作成さ

れている場合であって、原油価格・物価高騰の影響により、対象期間

と基準期間における月間の対象となる費用（「費用」には、個人事業

主化した日の属する月（以下「個人事業主化月」という。）以前にお

いては、個人事業主化前の法人の対象となる費用を含め、個人事業主

化月以降においては個人事業主化後の個人事業主の対象となる費用

を含める。）の合計と比較して、対象期間の対象となる費用の合計が

１０万円以上増加するもの。 

ウ 対象となる費用を比較する２つの月の間に事業承継を行ったもの

については、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



る場合であって、原油価格・物価高騰の影響により、対象期間と基準

期間における月間の対象となる費用（「費用」には、事業承継をした

日の属する月以前においては、事業承継前の事業者の対象となる費用

を含め、事業承継をした月以降においては事業承継後の事業者の対象

となる費用を含める。）の合計と比較して、対象期間の対象となる費

用の合計が１０万円以上増加するもの。 

（２）前項各号のいずれか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するものとする。 

（３）ＢＣＰ策定加算支援金を申請するもので、（１）ア－ウによる特例

を適用するものにあっては、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ものとする。 

給付対象外

要件 

第５条各号のほか、次のいずれかに該当する者は受給できない。 

（１）個人事業者にあっては、令和３年４月以降（開業者（個人成りや個

人から個人への事業承継を行った者）については開業後）において、

被雇用者又は被扶養者である者 

（２）既に同事業の給付の申請及び給付を受けたもの。 

給付額 

 
 

区分 
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 

申請期間 令和４年８月２５日から令和５年２月１０日まで 

 

別表３ 

給付事業名 原油価格・物価高騰対応支援金（９月から１１月分） 

給付対象者 

（１）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、今後も事業の継続のための取組みを千葉市で実施する意思が

あること。 

（２）（１）の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

とする。ただし、令和３年１１月までに開業していること。 

（３）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と認められる者。なお、令和４年９月

から令和５年２月１０日までの期間に国、県、市など行政機関が実

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

の合計から差し引くこととする。 

給付対象者の

特例 

（１）申請者は、前記給付対象者（３）について、次のア－ウに該当す

る場合には特例を用いることができる。 

ア 対象となる費用の合計を比較する２つの月の間に個人事業者か

ら法人化したものについては、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であって、原油価格・物価高騰の影響により、



 

 

 

 

 

 

対象期間と基準期間における月間の対象となる費用（「費用」には、

法人化した日の属する月（以下「法人化月」という。）以前におい

ては、法人化前の個人事業者の対象となる費用を含め、法人化月以

降においては法人化後の法人の対象となる費用を含める。）の合計

と比較して、対象期間の対象となる費用の合計が２０万円以上増加

するもの。 

イ 対象となる費用の合計を比較する２つの月の間に法人から個人

事業主化したものについては、証拠書類等の一部が法人として作

成されている場合であって、原油価格・物価高騰の影響により、対

象期間と基準期間における月間の対象となる費用（「費用」には、

個人事業主化した日の属する月（以下「個人事業主化月」という。）

以前においては、個人事業主化前の法人の対象となる費用を含め、

個人事業主化月以降においては個人事業主化後の個人事業主の対

象となる費用を含める。）の合計と比較して、対象期間の対象とな

る費用の合計が２０万円以上増加するもの。 

ウ 対象となる費用を比較する２つの月の間に事業承継を行ったも

のについては、証拠書類等の一部が承継前の事業者により作成さ

れている場合であって、原油価格・物価高騰の影響により、対象

期間と基準期間における月間の対象となる費用（「費用」には、事

業承継をした日の属する月以前においては、事業承継前の事業者

の対象となる費用を含め、事業承継をした月以降においては事業

承継後の事業者の対象となる費用を含める。）の合計と比較して、

対象期間の対象となる費用の合計が２０万円以上増加するもの。 

（２）前項各号のいずれか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するものとする。 

（３）ＢＣＰ策定加算支援金を申請するもので、（１）ア－ウによる特

例を適用するものにあっては、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ものとする。 

給付対象外要

件 

第５条各号のほか、次のいずれかに該当する者は受給できない。 

（１）個人事業者にあっては、令和３年９月以降（開業者（個人成りや

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）におい

て、被雇用者又は被扶養者である者 

（２）既に同事業の給付の申請及び給付を受けたもの。 

給付額 

 
区分 ２０万円以上 

給付額 

（１者当たり） 
１０万円 

 

申請期間 令和４年１２月１日から令和５年２月１０日まで 



 

別表４ 

 

給付事業名 ＢＣＰ策定加算支援金 

給付対象要件 

（１）原油価格・物価高騰対応支援金を受給するもの 

（２）ＢＣＰ策定加算支援金の給付の申請を行う者は、令和２年４月以

降に自然災害及び感染症を踏まえ中小企業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ＢＣＰを策定又は改定しているこ

と。なお、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。 

給付対象外要件  既に同事業の給付の申請及び給付を受けたもの。 

給付額  １者当たり１０万円とする。 

申請期間 令和４年８月２５日から令和５年２月１０日まで 


