
名称 問い合わせ先 受付終了日／受付終了予定日

新型コロナウイルス感染症に
関する生活相談窓口
（市独自の相談窓口）

白井市新型コロナウイルス感染
症に関する生活相談窓口
047-401-5358

令和5年3月31日

住居確保給付金制度
白井市福祉部社会福祉課厚生係
047-497-3482

継続

令和5年3月31日

白井市　福祉部
高齢者福祉課 047-497-3484

白井市　福祉部
障害福祉課 047-497-3483

令和5年3月31日

新型コロナウイルス感染症に対する各種支援策

●対象者
　・市内在住の方
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、生活するうえで様々な困りごとや不安
を抱える市民をサポートするため、相談窓口を設置しています。専門の相談員が困りご
とを伺って、円滑かつ速やかに適切な支援策に繋ぐとともに、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恐れのある方に対しては、既存の生活困窮者自立
相談支援窓口と連携して、早期に自立し、安心した生活を送ることができるよう支援し
ます。
●場所
　・白井市保健福祉センター3階
　　（白井市くらしと仕事のサポートセンター内）
●時間
　・平日　午前8時30分～午後5時15分(土日祝日、年末年始を除く)

新型コロナウイルスワクチン
接種における移動支援
（市独自の支援策）

【対象者】
　白井市民で要介護２以上の者又は重度心身障がい者等（※）
※重度心身障がい者等…身体障害者手帳1・2級、視覚障害・下肢障害・体幹障害3級、療
育手帳ⒶからAの2、精神障害者保健福祉手帳1級
【実施期間】
令和3年4月23日～令和5年3月31日
【実施内容】
新型コロナウイルスワクチン接種のため、住居と市内ワクチン接種会場の移動に利用可
能なタクシー券を必要接種回数の往復分の枚数を交付する。
〔タクシー券利用の要件〕
・市の指定した移送事業者を利用すること
・市内医療機関でワクチンを接種すること

内容

高齢者などへのＰＣＲ検査
（市独自のＰＣＲ検査）

●支給対象者
　・離職、廃業後２年以内の者
　・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらない理由
で減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
●支給要件
　　就労による自立が見込める方を対象とし、収入要件・資産要件があります。
●支給額
　賃借する住宅の家賃月額について、白井市の世帯人数ごとの住宅扶助支給月額を上限
とします。
　・単身世帯　　　　37,200円
　・2人世帯　　　　 45,000円
  ・3～5人世帯　　　48,400円
●支給期間
　原則として3か月間（求職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能、最大9か月ま
で。）

【対象者】
　検査日において次の者のうち体調不良等の症状がなく、PCR検査を希望する人
①白井市民
②市内に所在する入所系の介護サービス及び障害福祉サービスを提供する事業所に新規
に入所する人
③市内に所在する小学校、中学校、学童保育所、幼稚園、保育園、訪問系・通所系の介
護サービス及び障害福祉サービスを提供する事業所の従事者
【実施方法】
・唾液によるＰＣＲ検査
【回数】
・1人２回まで
【費用】
・自己負担3,000円（別途費用が発生する場合があります）
【実施医療機関】
・白井聖仁会病院（健診センター）　047-491-7596
・北総白井病院　047-492-1001
・千葉白井病院　047-497-6800
・桜台メディカルクリニック　047-491-6668
・ニュータウンクリニック　　047-491-8051
・瀬野外科胃腸科医院　047-492-0720
・ちよだクリニック　047-491-0221
・伊藤診療所　047-491-1888
・もりや内科・呼吸器科クリニック　047-498-6622
※実施医療機関へ直接予約をしてください

白井市　健康子ども部
健康課
047-497-3495

白井市　健康子ども部
子育て支援課
047-497-3487

令和5年7月31日
出産育児応援給付金
(市独自の給付金）

　新型コロナウイルス感染症の影響及び物価高騰等の下での出産育児における経済的負
担を軽減することで、市民が安心して子育てできる環境づくりを進めることを目的とす
る。

【支給対象児】
　令和４年４月２日から令和５年４月１日までに出生し、出生により本市の住民基本台
帳に登録され、申請日まで引き続き登録されているもの。
【申請資格者】
　（１）申請日で支給対象児を養育している父又は母であって、本市の住民基本台帳に
登録されているもの。
　（２）（１）に定める条件に準ずる者であって、申請資格者として市長が認めるも
の。
【給付額】
　　給付対象児一人につき１０万円（支給は１回に限る。）
【申請方法】
　　申請書に必要事項を記入し、窓口で提出又は郵送で送付。
【申請期限】
　　出生した日から起算して３月を経過する日の属する月の末日。
　　（例：８月１５日生まれ⇒１１月３０日）

令和５年２⽉１⽇現在



雇用調整助成金

千葉労働局
043（221）4393

雇用調整助成金相談コールセン
ター
0120（603）999
午前9時～午後9時（土、日、祝
日含む）

経過措置申請期間
令和5年3月31日
詳細は、問い合わせ先へ

特別労働相談窓口

千葉労働局雇用環境・均等室
総合労働相談コーナー
043（221）2303

職業安定部職業対策課（※事業
所の雇用調整助成金（休業）に
関する相談）
043(221)4393

午前8時30分～午後5時15分
（土、日、祝日除く）

詳細は、問い合わせ先へ

傷病手当金
白井市　健康子ども部　保険年
金課
047-401-3942

令和5年3月31日
ただし、継続の場合有
詳細は問い合わせ先へ

経
済
・
生
活
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白井市国民健康保険の被保険者のうち、給与の支払いを受けている方が新型コロナウィ
ルス感染症に感染した場合又は発熱等症状があり感染が疑われた場合に、その療養のた
め労務に服することができなかった期間（一定要件あり）について傷病手当金を支給し
ます。

子育て世帯生活支援特別給付
金（ひとり親世帯以外分）

ひとり親世帯以外が対象です。（ひとり親世帯対象ものについては上段に記載がありま
す。）
●支給対象者
　以下の養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する方が該当と
なります。

　【養育要件】
　　⑴令和４年４月分の児童手当、特別児童扶養手当が支給された方
　　⑵令和４年５月から令和５年３月までの児童手当、特別児童扶養手当の
　　　受給資格、額改定が認定された方
　　⑶公務員で児童手当受給者の方
　　⑷平成１６年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれた児童を養
　　　育している方で、日本国内に住所がある方

　【所得要件】
　　⑴令和４年度分の市民税均等割りが非課税の方
　　⑵新型コロナウイルスの影響により、令和４年１月以降の家計が急変
　　　し、市民税均等割り非課税世帯と同等の水準となっている方

●対象児童
　平成１６年４月２日（特別児童扶養手当対象児童は平成１４年４月２日）から令和５
年２月２８日までに生まれた子

●支給額
　対象児童一人当たり一律５万円

●申請方法
　・養育要件が上記⑴か⑵で、所得要件が上記⑴に該当する方
　　申請不要です。児童手当、特別児童扶養手当を支給してる口座に振り込
　　みます。
　・上記以外の方
　　申請が必要です。申請書に振込先等を記入して、必要書類とともに子育
　　て支援課の窓口に直接、または郵送で御提出ください。
　　公務員の方は所属庁に申請書の証明欄を記入してもらう必要があります
　　のでご注意ください。

白井市　健康子ども部
子育て支援課
電話　497-3487

子育て世帯生活支援特別給付
金（ひとり親世帯分）

令和5年2月28日

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が、雇用の維持を図るた
めの一時的な雇用調整(休業、教育訓練又は出向）に要した費用を助成する制度です。
通常の助成に加え、令和4年12月より一部新型コロナウイルス感染症対応の経過措置が設
けられています。
※判定基礎期間など、要件により支給上限額・支給割合が異なります。

ひとり親世帯が対象です。
●支給対象者
　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで（児童に法令で定める程度の障がいの
ある場合は２０歳未満）のひとり親家庭児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれ
かに該当する方

⑴児童扶養手当受給者：令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受ける方（申請不要）
⑵公的年金受給者：公的年金等を受給していることにより、令和４年４月分の児童扶養
手当の支給を受けていない方。
⑶家計急変者：令和４年４月分の児童扶養手当の支給は受けないが、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方。

●支給額
　対象児童一人当たり一律５万円

●申請方法
　・対象者⑴の方
　　申請不要です。対象者には６月に案内を発送しています。
　・対象者⑵・⑶の方
　　申請が必要です。申請書に振込先等を記入して、必要書類とともに子育て
　　支援課の窓口に直接、または郵送で御提出ください。

白井市　健康子ども部
子育て支援課
電話　497-3487

令和5年2月28日

新型コロナウイルス感染症の影響による、賃金不払いや解雇など労働問題に関する特別
労働相談窓口を実施しています。千葉労働局のほか、労働基準監督署・ハローワークで
も特別労働相談窓口を実施しています。



セーフティネット保証

白井市　市民環境経済部
産業振興課　047-401-4641

または金融機関へお問い合わせ
ください。

セーフティネット4号指定期
間
令和5年3月31日
セーフティネット5号対象業
種指定期間
令和5年3月31日

※必要に応じて延長等あり。

新型コロナウイルス感染症対応伴
走支援資金

千葉県商工労働部経営支援課
043-223-2707

または金融機関へお問い合わせ
ください。

詳細は、問い合わせ先へ

小学校休業等対応助成金

小学校休業等対応助成金・支援
金コールセンター
0120-876-187
午前9時～午後9時(土、日、祝
日含む)

令和4年12月から令和5年3月
までの休暇
～令和5年5月31日
詳細は、問い合わせ先へ

白井市高校生等医療費助成金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、物価高騰等に直面する中、子ども医
療費助成の対象とならない高校生等の医療に要する費用を負担する保護者に医療費を助
成し、経済的負担を軽減することで、安心して子育てできる環境づくりを進めるため、
令和4年10月1日から令和5年3月31日受診分の医療費の一部を助成します。

【対象者】
市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生相当年齢（15歳になった後の最初
の4月1日から18歳になった日以降の最初の3月31日）の子どもの保護者

【助成対象となる医療費】
令和4年10月1日から令和5年3月31日に受診した健康保険が適用される医療費

【助成内容】
医療機関で支払った健康保険が適用される医療費から、自己負担金を差し引いた額を助
成します。
自己負担金：【通院1回・入院1日】300円　【調剤】無料
（市民税所得割非課税世帯の場合は自己負担なし）

【申請方法】
次の書類を子育て支援課に提出してください。
・白井市高校生等医療費助成金交付申請書
・領収書の原本（領収書にはお子様の名前と、受診日、点数、金額の記載が
　必要です。）
・申請者（保護者）名義の銀行口座（キャッシュカード又は通帳の写し）
・お子様の保険証の写し

白井市　健康子ども部
子育て支援課
電話　497-3487
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白井市中小企業等臨時支援相
談
（市独自の支援策）

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者を対象に、中小企業診断士による
相談窓口を設置します。相談窓口は商工会と市の共催事業です。

【対象者】市内の中小企業、小規模事業者、個人事業主
【相談期間】令和4年3月3日（木）～令和5年2月27日（月）までの月曜日・木曜日
※年末年始や都合によりお休みの場合があります。相談する際は必ずお問い合わせくだ
さい。

※実施期間は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
【場所】市役所東庁舎2階相談室202
【相談方法】対面式※完全予約制

新型コロナウイルス感染症への対応として、対象となる労働者に対し、有給(賃金全額支
給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象とな
ります。
【対象】以下1、2に該当する労働者に有給の休暇を取得させた事業主
1.臨時休業等をした小学校等(保育所等を含みます)に通う子供の世話を行う労働者
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの世
話を行う労働者
【助成額】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額*10/10(日額上限あり)

上記以外にも要件、緩和要件などがございます。詳細は右記へお問い合わせください。

経営安定に支障を生じている中小企業者の資金繰りを支援するための、セーフティネッ
ト保証（市町村認定枠4号・5号）が利用できます。利用には市の認定が必要です。
認定申請書はホームページからダウンロードできます。
現在、新型コロナウイルス感染症に対応した緩和措置が設けられています。

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です。

【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。

【新規】
臨時発熱外来支援事業

新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの流行に伴い、発熱外来がひっ迫した際
において、休診日等に臨時の発熱外来を実施した医療機関に対し、支援金を交付する。
発熱患者１人につき、対面診療：１万円、オンライン診療：８千円

白井市　健康子ども部
健康課
電話　401-3170

令和5年3月10日まで（10月～
2月受診分）
令和5年4月14日まで
（3月受診分）

・問い合わせ先
白井市商工会　047-492-0721

・申し込み
白井市　市民環境経済部
産業振興課　047-401-4641

令和5年2月27日

令和5年3月15日



金融・経営相談窓口

金融相談：県経営支援課
043（223）2707

経営相談：(公財)千葉県産業振
興センター
043（299）2907

午前9時～午後5時（土、日、祝
日除く）

詳細は、問い合わせ先へ

日本政策金融公庫千葉支店

043（238）8501
詳細は、問い合わせ先へ

県各農業事務所・水産事務所
県団体指導課
043（223）3075

詳細は、問い合わせ先へ

新型コロナウイルス感染症対
応
休業支援金・給付金

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
8時30分～20時（月曜～金曜）
8時30分～17時15分（土、日、
祝日）

令和4年10月・11月分
～令和5年2月28日
令和4年12月・令和5年1月分
～令和5年3月31日
令和5年2月・3月分
～令和5年5月31日

各県税事務所又は県税務課
043（223）2127
※ 所得税などの国税は成田税
務署にお問い合わせください。
0476-28-5151

詳細は、問い合わせ先へ

市・県民税
固定資産税
都市計画税
軽自動車税
国民健康保険税など

白井市　企画財政部
収税課　401-4104

納税の猶予についての相談
は、収税課へ

後期高齢者医療保険料
国民健康保険税

白井市　健康子ども部
保険年金課　401-3918

詳細は、問い合わせ先へ

水道料金
下水道使用料

白井市　都市建設部
上下水道課　401-5203

継続（猶予）

保育料
白井市　健康子ども部
保育課　497-3488

継続（猶予）

納
税
関
係

納税、保険料などの猶予等

新型コロナウイルス感染症などによって、県税を一時に納付できない方については、申
請により、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予する「徴収の猶予」や差押財産
の「換価の猶予」が適用される場合があります。
【納税を猶予される例】
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、収入が著しく減少し、県税を支払うと
事業や生活が維持できない場合
○本人や家族が新型コロナウイルス感染症に感染して高額な医療費がかかり、生活が困
窮した場合

事
業
者
へ
の
支
援

事業再構築補助金
(旧　中小企業等事業再構築促進
事業)

新型コロナウイルス感染症に納税者（家族を含む）が、り患した場
合など、納税の猶予又は減免が認められる場合があります。詳しく
はお問い合わせ先に確認してください。

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡
大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等の
挑戦を支援します。
【要件】
1.2020年4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、コロナ以前
（2019年または2020年1月～3月）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。
※売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。
2.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、一体となって事業再構築に
取り組む中小企業等。
3．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。
【補助額】
中小企業：補助額100万円～6,000万円、補助率２/３
中堅企業：通常枠補助額100万円～8,000万円、補助率１/２ (4,000万円超は１/３)

上記以外にも要件がございます。詳細は右記へお問い合わせください。

農林漁業者への融資

《農林漁業セーフティネット資金》
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、緊急的に対応するために必要な長期運転資金を融資します。また、
農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）、経営体育成強化資金についても、貸付当初5
年間実質無利子化などの支援策があります。

《農業近代化資金・漁業近代化資金》
農業・漁業者の経営改善のための資金を低利で融資します。新型コロナウイルス感染症
の影響を受けた方は、貸付当初5年間実質無利子化などの支援策があります。

県内の中小企業者の金融・経営に関する電話相談を実施しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払
いを受けることができなかった労働者に対して支援します。
【対象者】
令和4年7月から令和5年3月31日までに、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、その休業手当を受け取っていない以下の方
1.中小企業に雇用される労働者
2.大企業に雇用されるシフト制労働者
【給付率】
令和4年10月1日～11月30日：80％
令和4年12月1日～令和5年3月31日：60％

上記以外にも要件などがございます。詳細は右記へお問い合わせください。

事業再構築補助金事務局
・制度全般に関するコールセン
ター
＜ナビダイヤル＞
0570－012－088
＜IP電話用＞
03－4216-4080
午前9時～午後6時（日、祝日除
く）

・電子申請の操作方法に関する
サポートセンター
050-8881-6942
午前9時～午後6時（土、日、祝
日除く）

詳細は、問い合わせ先へ


