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                                        平成２3年11月28日版  

千葉県商工労働部 
 

 

 

 

 

東北地方太平洋沖地震に関連して、県・国・関係機関が現在、実施している支援策について、

お知らせします。 

既存の事業も掲載されています。 

内容は、順次、拡充されることもありますので、詳細は、 関係課等にお問合わせください。 

 

１ 経営関係の支援策 

 

（１） 金融・経営相談 

 
     【中小企業振興資金】 

民間金融機関と連携して、中小企業者が事業を行う上で必要とする資金を融資します。 

 
○セーフティネット資金について 

民間金融機関と連携して、セーフティネット資金を融資※1します。 

 

 ○直接被害を受けた方 

○売上減少している方 

・震災後3カ月で10％

又は15％ 

○売上減少している方 

・3カ月で5％ 

・円高の影響により 

 １ヵ月で10％ 

○売上減少している方 

・3カ月又は6カ月で

3％ 

・震災後1カ月で5％ 

融資限度額※２ 
≪震災復興枠≫ 

8,000万円 

≪売上減少枠≫ 

8,000万円 

≪一般枠≫ 

8,000万円 

資金使途・融資期間 設備10年、運転7年※３ 設備10年、運転７年 設備10年、運転7年 

据置期間 2年 1年 1年 

融

資

利

率 

3年以下  1.3％ 1.5％ 1.8％ 

3年超5年以下  1.5％ 1.7％ 2.0％ 

5年超7年以下  1.7％ 1.9％ 2.2％ 

7年超  1.9％ 2.1％ 2.4％ 

保証料率 0.65％ 0.75％ 0.4～1.85％ 

備 考 

○市町村長の「罹災証

明書」もしくは｢認

定書など｣が必要 

○市町村長の「認定

書」が必要 

○円高要件の場合「理

由書」が必要 

 

   ※１ 融資に当たっては、金融機関及び千葉県信用保証協会の審査があります。 

   ※２ 既存借入金がある場合は、新たな借入れは限度額までの金額となります。 

   ※３ 対象となる資金は、被災施設の復旧等に必要な資金および経営の安定に必要な資金となります。 

            中中中小小小企企企業業業ののの皆皆皆様様様へへへ   

（（（東東東日日日本本本大大大震震震災災災関関関連連連））） 
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○融資枠の拡充（６月補正） 

県内中小企業の金融の円滑化を図るため、中小企業振興資金の融資枠を拡充しました。 

４，８００億円  ⇒  ５，７００億円 

 

  ○震災復興枠における利子補給 

      セーフティネット資金の震災復興枠において、利子補給を行います。なお、震災復興枠の

資金使途は被災施設の復旧等に必要な資金および経営の安定に必要な資金ですが、利子補

給の対象は「被災施設の復旧等に必要な資金」に限ります。 

        ・補給率 年１．１５％（融資を受けた日から最長５年間。平成23年12月31日貸付実行 

分までが対象） 

 

  ○既存借入金の返済負担の軽減 

返済期間の延長や借換え制度の緩和といった中小企業の返済負担の軽減措置を平成23年

度末まで延長して実施します。 

 

≪問合せ先≫ 千葉県商工労働部経営支援課 金融支援室  ０４３－２２３－２７０７ 
 

※詳細は次のホームページを御参照ください 

http://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/chuushou-yuushi/yuushiseido/chuushou/chuushoukigyou.html 
※セーフティネット資金（震災復興枠）については下記 

http://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/press/2010/kinyuu20110519.html 
 
 
 
 
    【県の金融・経営相談窓口】 

県内の中小企業を対象とした金融・経営相談窓口を、県商工労働部経営支援課及び県産業

振興センターに設置しています。 

 ・平日 ９時～１７時 

≪相談窓口≫  

・金融・経営相談 千葉県商工労働部経営支援課 金融支援室  ０４３－２２３－２７０７ 

       ・経営相談    千葉県産業振興センター 経営支援部総合支援室 

                   「チャレンジ企業支援センター」 ０４３－２９９－２９０７ 

 

 

 

    【経営安定資金・再生資金信用保証料補助】 

県制度融資のセーフティネット資金又は再生資金を利用した小規模企業者の方に信用保証

料の補助を行います。（保証料率の1.15％を超える部分に相当する額を補助します。） 

≪問合せ先≫ 千葉県商工労働部経営支援課 金融支援室    ０４３－２２３－２７０７ 
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【県以外の特別相談窓口】 

                 災害の発生に伴う被災中小企業者対策として、各機関において特別相談窓口が設置されて 

                        います。  ※詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。 

                http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110313TohokuGekijinShitei.htm 

                 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110314TohokuEarthquake.htm 

 

  ≪特別相談窓口≫ 

○日本政策金融公庫 

・土日祝日 小規模企業向け TEL: 0120-220-353 

中小企業向け  TEL: 0120-327-790 

・平日           TEL: 0120-154-505 

・千葉支店 中小企業事業  TEL: 043-243-7121 

      国民生活事業  TEL: 043-227-1171 

 

○商工組合中央金庫 

・土日祝日    TEL: 0120-542-711 

・平日各営業店にお問い合せ下さい。http://www.shokochukin.co.jp/top_jishin.pdf 
千葉支店   TEL:043-248-2345 

松戸支店   TEL:047-365-4111 

浦安出張所  TEL:047-355-8011 

 

○千葉県信用保証協会  TEL:043-221-8185   http://www.chiba-cgc.or.jp/ 
 

○中小企業基盤整備機構 http://www.smrj.go.jp/ 
 

○関東経済産業局       http://www.kanto.meti.go.jp/ 

【ワンストップナビダイヤル】 0570-064-350 
   お近くの経済産業局等の担当部署につながります。 

 

○商工会議所  各地の商工会議所にお問い合せ下さい。 

○千葉県商工会連合会 

平日 TEL:043-242-3361  http://www.chibaken.or.jp/information.html#no1  

各地の商工会でも御相談を受け付けています。 

 

○千葉県中小企業団体中央会  TEL:043-306-3281 

   http://www.chuokai-chiba.or.jp/chuokai/ 
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   【東日本大震災復興特別貸付の金利引下げ】 

             被災中小企業者(直接被害者及びこれと取引がある間接被害者)に対して、日本政策金融公

庫及び商工中央金庫が別枠で行う東日本大震災復興特別貸付について、特段の措置として、

貸付後３年間最大１．４％（４年目以降最大０．５％）の金利引下げを行います。 

             また地震・津波等により事業所が全壊又は流失した中小企業者等については、貸付後３年

間、上限１億円（国民事業は３千万円）融資を無利子化する「特別利子補給制度」があり

ます。 

（注）資金使途:運転資金又は設備資金 

貸付限度額:日本公庫（中小事業 3億円、国民事業 6千万円） 

                  :商工中金 3億円 

貸付金利 :基準金利（中小事業 1.65％、国民事業 2.15％） 

                  （貸付期間 5年以内の基準利率（平成 23年 5月 23 日現在）） 

金利引下げ:貸付額のうち 1億円（国民事業は 3千万円）を上限として貸付金利から

3年間 1.4％を引下げ(4年目以降は最大 0.5％の引下げ) 

 

       ※詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。 

                 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110502Eq-F-K.html 

 

    【災害関係保証の発動】 

            市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者(全県下対象)に対して、信用保証協会が、一般

保証とは別枠で保証します（１００％保証。セーフティネット保証とも別で、保証限度額は

無担保８千万円、普通２億円）。 

           ※詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。 

                 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110502Eq-F-K.html 

 

（２）専門家の派遣等による支援 

 

【中小企業再建支援専門家チームによる支援】 

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた中小企業等を支援するため、被害地域に金融や

経営などに関する専門家チームを派遣して企業再建を支援します。 

◎専門家チームの構成 

 《金融》千葉県商工労働部経営支援課（県制度融資に関する相談） 

     千葉県信用保証協会（信用保証制度に関する相談） 

     中小企業基盤整備機構（小規模企業共済融資に関する相談） 

 《経営》民間中小企業診断士（経営に関する相談） 

 《税務》民間税理士（税務や経理に関する相談） 

 《雇用》千葉労働局（雇用調整助成金に関する相談） 

 《技術》千葉県産業支援技術研究所（技術に関する相談） 

 《取引》千葉県産業振興センター（取引あっせん、企業間取引に関する相談） 
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◎実施地域 

 災害救助法に指定された８市町を始め、地元の要望により順次実施してまいります。 

  ≪問合せ先≫ 千葉県商工労働部経営支援課 経営革新・商業支援室    

０４３－２２３－２７１２ 
   

【中小企業経営診断・再建支援事業】 

     震災で直接被害を受けた中小企業に対し、きめ細かな再建支援を行うため、商工会・商 

工会議所と連携して、企業毎に経営診断を行うとともに、必要に応じ、経営や金融等の専 

門家で構成する経営再建サポートチームを無料で派遣します。 

  ≪問合せ先≫ 千葉県商工労働部経営支援課 経営革新・商業支援室    

０４３－２２３－２７１２ 

 

【震災復興支援アドバイザー制度】 

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）では、被災された中小企業、自治体及び

支援機関（各種経済団体）の皆様の復興に向けた事業をお手伝いするため、各種専門家を無

料で派遣するなどによるアドバイスを行っています。 

《中小企業の皆様向け支援内容》 

事業再建計画の策定、転業・新事業展開の検討、設備等の復旧・補修相談、資金調達の

検討 等、様々な経営課題に対する相談 

≪問合せ先≫ 中小機構関東 経営支援部 震災緊急復興事業推進部  

０３－５４７０－１６３７ 
 

【中小製造企業販路開拓支援事業】 

東日本大震災により設備等に直接的な被害を受けたり、取引先の被災等により売上が大幅

に減少した中小製造企業に対して、営業のスキルを持つ者が支援にあたり、企業と一体とな

って販路開拓を実施します。 

・募集企業数 45 社程度（募集企業数に達した時点で募集を終了します。） 

≪問合せ先≫ 千葉県商工労働部産業振興課 産業技術室 

０４３－２２３－２７１８ 

 

 

   （３）小規模企業共済・中小企業倒産防止共済加入者に対する支援 
 

【小規模企業共済】 
       被災した小規模企業共済契約者に対する「傷病災害時貸付け」において、①貸付金利の

無利子化：0.9％→無利子、②貸付限度額の引き上げ：1,000万円→2,000万円、③償還期間

の延長：500万円以下3年→4年、505万円以上5年→6年、据置期間12か月の設定等を実施し

ます。 
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また、電力会社が行う計画停電等（港湾・道路等の途絶、ガソリン・資材等

の流通難等を含む）の影響を受けて売上げの減少が見込まれる小規模企業共済

契約者に対し、貸付金利を1.5％から0.9％に引き下げる措置を実施します。 

≪問合せ先≫ 中小企業基盤整備機構 共済事業グループ 小規模共済融資課 

０３－３４３３－８８１１（代表） 
http://www.smrj.go.jp 

 

【中小企業倒産防止共済】 
       被災した中小企業倒産防止共済契約者に対し、掛金の納付期限を当面６か月延長すると

ともに、貸付金の償還期限を当面６か月延長し、延長期間に係る延滞利子を免除する措置

を実施します。 

     ≪問合せ先≫ 中小企業基盤整備機構 経営安定推進部 経営安定企画課 

                       ０３－５４７０－１５４０(代表) 

http://www.smrj.go.jp/skyosai/announce/058771.html 

 
（４）東北地方太平洋沖地震による被災者に対する県税の申告・納付等の期限

の延長等の措置 

 

【申告・納付等の期限の延長】 

  ○地域指定による期限延長 

今回の地震の被災者に対する当面の対応として、多大な被害を受けている以下の地 

域の納税者又は特別徴収義務者に対して、千葉県県税条例第8条第1項の規定により、 

県税の申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。  

この地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者又は特別徴収義務者につきまし

ては、東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年3月11日以降に到来する県税の申

告・納付等の期限が、指定期日まで自動的に延長されることとなります。（※個人県

民税及び法人県民税を除く。） 

指定地域 指定期日 

千葉県内 

千葉市美浜区 

旭市 

習志野市 

我孫子市 

浦安市 

香取市 

山武市 

山武郡九十九里町 

県税の申告等の期限が  

平成 23 年 3 月 11 日から 

平成 23 年 5 月 30 日までの間に到来するものについて、 

平成 23 年 5 月 31 日まで延長 

千葉県外 

青森県 

茨城県 

県税の申告等の期限が  

平成 23 年 3 月 11 日から 

平成 23 年 7 月 28 日までの間に到来するものについて、 

平成 23 年 7 月 29 日まで延長 

岩手県 

宮城県 

福島県 
（各県の一部の地域を除く） 

県税の申告等の期限が 

平成 23 年 3 月 11 日から 

平成 23 年 9 月 29 日までの間に到来するものについて、 

平成 23 年 9 月 30 日まで延長 



                                  

- 7 - 

※岩手県、宮城県及び福島県の一部の地域における県税の申告・納付等の期限延長の期日については、

当該地域の被災者の状況を踏まえ、追って千葉県報で告示することとしています。 

※ 個人県民税は、個人市町村民税と併せて賦課徴収されますので、申告・納付等の期限の取扱いに

ついては、お住まいの市町村にお問い合わせください。 

 

  ○納税者等からの申請による延長 

上記の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者又は特別徴収義務者について、

指定期日以降においても、引き続き県税の申告・納付等ができないと認められる場合は、申

請により申告・納付等の期限延長措置（個別指定）を受けることができます。  

上記の指定地域以外の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者又は特別徴収義務

者につきましても、交通途絶等により、申告・納付等が困難な場合には、申請により申告・

納付等の期限の延長が認められますので、千葉県庁総務部税務課又は最寄りの県税事務所に

ご相談ください。 

 

【徴収の猶予】 

納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けたことにより、県税を一時

に納税できないと認められる場合は、申請により1年以内（事情によっては更に1年）の

期間に限り、納税が猶予されます。 

 

        【減免等】 

     災害により損害を受けた場合は、納税者の申請により以下の税目について減免されます。  

税目 減免の内容 

個人事業税 納期未到来分について、被災の状況に応じて減免されます。 

不動産取得税 

災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わるものとしての不動産の取

得、又は取得した不動産がその取得直後に災害により滅失若しくは損壊し

た場合における当該不動産の取得について、減免されます。 

自動車税 
災害により自動車に損害を受けた場合、運行の用に供することができない

期間に応じて減免されます。 

固定資産税（大

規模償却資産） 
災害により価値が著しく減じた大規模償却資産について減免されます。 

 

【軽油引取税の徴収不能額等の納入義務の免除】 

  災害により軽油の代金及び軽油引取税を受け取ることができなくなった場合又は失った 

場合は、軽油引取税の特別徴収義務者の申請により、納入義務が免除されます。 

       ≪問合せ先≫ 千葉県総務部税務課 課税調査室  ０４３－２２３－２１１７ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/saigai.html 
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２ 雇用関係の支援策 

 

（１）  企業向けの支援策 

 

   【雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金】 
 雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金を含む）は、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、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業や教育訓練等を

行った場合、当該休業等に係る休業手当相当額等の一部（中小企業で原則８割）を助成する制度

です。 

本助成金は、東日本大震災に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利

用することができます。また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援

できるよう、支給要件の緩和も行っています。 

 

※ 東日本大震災を直接的な理由とした事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当

しないため、本助成金の対象になりません。震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、

激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業

手当を支給する制度がありますので、こちらの活用をご検討ください。 

 

◎「経済上の理由」の例 

「交通手段の途絶により従業員が出勤できない」「原材料の入手や製品の搬出ができない」「来

客がない」「事業所・設備等が損壊し、修理業者の手配や備品調達が困難なため早期の修復が不

可能である」など。 

 

◎主な支給要件 

○ 最近３か月の生産量、売上高等がその直前の３か月又は前年同期と比べ５％以上減少してい

る雇用保険適用事業所の事業主であること。 

○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け出る必要

がありますので、本助成金を受給しようとする場合は、労働局又はハローワークにお問い合わせ

ください。 
 

震災に伴う特例 

特例対象事業主 

①被災地事業主 

 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の災害救助法適用地域に所在する事業

所の事業主 

②被災地関連事業主 

 ①の事業所等と一定規模以上（助成金を受けようとする事業所の総事業量等の３分の１以上）

の経済的関係を有する事業所の事業主 

③ ２次下請等事業主 

 上記②の事業主と一定規模以上（助成金を受けようとする事業主の総事業量等の２分の１以上）

の経済的関係を有する事業所の事業主 
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特例内容 

① 生産量等の確認期間を、最近３か月ではなく最近１か月に短縮。 

② 特例の支給対象期間（１年間）においては、これまでの支給日数にかかわらず、別枠で最大 300

日の受給を可能とする。 

③ 被保険者機関が６か月未満の従業員も、助成金の対象とする。 

  

このほか、津波等による被害が激しい地域においては、当分の間、地域貢献に寄与する活動（市街

整備、被災者支援活動など）も教育訓練の助成対象となります。 

 

※その他の特例等詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html 

 

 【被災者雇用開発助成金】 
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等（※１）

の紹介により、継続して1年以上雇用（※２）することが見込まれる労働者として雇い入れる事業

主に対して、助成金が支給される制度です。（雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に

限ります）    

※１ ハローワーク、地方運輸局及び雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している 

  有料・無料職業紹介事業者及び無料船員職業紹介事業者 

※２ 1年未満の有期契約を更新する場合も含む 

 

助成金の受給にあたっては、各種要件がございますので、御不明な点については、最寄りのハ

ローワークまたは労働局にお問い合わせください。 

 

 

≪問合せ先≫ 最寄りのハローワーク（下記一覧） 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016exl.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用関係・県内の震災特別相談窓口（ハローワーク）・学生等震災特別相談窓口 

 

 千葉 ０４３－２４２－１１８１     成田  ０４７６－２７－８６０９ 

 市川 ０４７－３７０－８６０９     千葉南 ０４３－３００－８６０９ 

 銚子 ０４７９－２２－７４０６      

 館山 ０４７０－２２－２２３６     千葉新卒応援ハローワーク 

 木更津 ０４３８－２５－８６０９        ０４３－２４２－１１８１ 

 佐原 ０４７８－５５－１１３２     ふなばし新卒応援ハローワーク 

 茂原 ０４７５－２５－８６０９         ０４７－４２６－８４７４ 

 いすみ ０４７０－６２－３５５１    まつど新卒応援ハローワーク 

 松戸 ０４７－３６７－８６０９         ０４７（３６７）８６０９ 

 野田 ０４－７１２４－４１８１ 

 船橋第１（助成金の相談）     ０４７－４３１－８２８７ 

 船橋第２（助成金の相談以外）   ０４７－４２０－８６０９ 



                                  

- 10 - 

 (２) 雇用者向けの支援策 
 

  【東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置】 

 ○ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて 

       雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得

ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を

変更することができます。 

    ○居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて 

交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないと

きは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。 

○災害時における雇用保険の特例措置について     

①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受

けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付（雇用

保険の基本手当）を受給できます（休業）。  

②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に

離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であって

も、失業給付を受給できます（離職）。 

 

≪問合せ先≫ 最寄りのハローワーク(P9) 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf 
 

  【未払賃金の立替払制度】 

お勤めになっていた企業（中小企業に限ります。（※1））が、地震によって被害を受けたこと

などにより、倒産状態にいたった場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払す

る制度（※２）が利用できます。 

 

※１ 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業の場合も対象となります。 

※２ 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の

方に対して、その未払賃金（退職手当を含みます。）のうち一定範囲（8割相当額）を国が事業主に

代わって立替払をする制度です。 

立替払ですので、立て替えた賃金については、後日、国が事業主の方に求償させて頂きます。 

    

≪問合せ先≫ 千葉労働局 労働基準部 監督課   ０４３－２２１－２３０４ 

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/chiba-roudoukyoku/topics/topics305.pdf 
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 【雇用に関する相談窓口】 

 

◎千葉県労働相談センター 

           賃金不払い、解雇、雇用に伴うトラブルなどの労働問題全般について、専門の相談員が、 

          相談者が抱えている問題点を整理し、問題解決に向けた具体的なアドバイスを行っています。 

   ・一般労働相談      相談時間 開庁日 午前９時～午後８時 

   ・弁護士による特別相談  相談時間 毎月第１・３金曜日 午後１時～午後３時 

   ・メンタルヘルス特別相談 相談時間 毎月第２水曜日 午後１時～午後３時 

                       第４水曜日 午後５時～午後７時 

 

   ≪問合せ先≫ 千葉県労働相談センター   ０４３－２２３－２７４４ 

 

◎千葉県求職者総合支援センター 

 離職を余儀なくされた求職者等の生活の安定、再就職を支援するため、ハローワークの行

う職業相談・職業紹介と一体的に、総合的な生活・就業支援を行っています。 

≪問合せ先≫ 千葉県求職者総合支援センター   ０４３－２４５－９４２０ 

 

   ◎ジョブカフェちば 

若者と地元企業との雇用のミスマッチを解消し、次代を担う産業人材の確保・育成を図る

ため、若者の就労支援や企業の人材確保・職場定着への支援を行っています。 

≪問合せ先≫ ジョブカフェちば   ０４７－４２６－８４７１（求職者向け） 

                 ０４７－４６０－５５００（企業向け） 

 

 

【労働者福祉資金融資制度】 

 

        県内の同一住所に１年以上居住している中小企業労働者又は失業した労働者の生活安定の

ための融資制度です。 

     ○中小企業労働者生活安定資金 

      中小企業にお勤めの方で療養費、住宅補修費、教育費など臨時の出費に対して貸付けま

す。（100万円以内）。 

     ○離職者生活安定資金 

      失業給付の受給資格を有し、申請を行った求職活動中の方に生活費を貸付けます。（50

万円以内） 

          

        ≪問合せ先≫ 中央労働金庫 ０１２０－８６－６９５６ 

      (県関係課) 千葉県商工労働部雇用労働課労働政策室 ０４３－２２３－２７４３ 
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３ 店舗・工場等再建のための支援策 

 

（１）千葉県立地企業補助金（災害復興支援）について 
 

東日本大震災により被災した工場等が県内工業団地に移転する場合等に、投下固定資産額が

5,000万円以上の投資に対し、当該固定資産額の3％を補助します。 

 

   1.対象企業  千葉県内で被災した企業。ただし、県外の被災企業であっても、対象となる場合

があります。 

   2.対象業種  本社、研究所、又は製造業、情報サービス業若しくは道路貨物運送業の用に供す

る施設その他地域経済の活性化に資するものとして知事が特に認める施設。 

   3.対象区域（対象となる立地場所）  千葉県内全ての地域  

※災害救助法の適用される地域に限定しません。 

   4.補助対象経費   投下固定資産額（土地代を除く） 

   5.補助率及び補助限度額  投下固定資産額の3％。ただし、10億円を限度とする。 

   6.投下固定資産額要件   5,000万円以上 

   7.その他 平成24年3月31日までに立地計画について知事の認定を受け、当該認定から3年以内

に操業をする企業に限ります。 

 

≪問合せ先≫ 千葉県商工労働部企業立地課 誘致推進室  ０４３－２２３－２４４４            

http://www.pref.chiba.lg.jp/rich/shinsaihukkou.html 

（２）設備貸与 
 

  【設備貸与事業】 

小規模企業者及び創業者が導入する設備を、千葉県産業振興センターが購入して貸与  

（割賦販売・リース）します。  

※千葉県産業振興センターホームページ  http://www.ccjc-net.or.jp/ 
 

≪問合せ先≫ 千葉県産業振興センター     設備支援室  ０４３－２９９－２９０２ 

千葉県商工労働部経営支援課 金融支援室  ０４３－２２３－２７０７ 

     

【設備資金貸付事業】 

経営革新計画等の承認を受けた小規模企業者及び創業者が設備を導入するにあたり、その購

入資金３分の２以内で千葉県産業振興センターが長期・無利子で貸し付けます。 

※千葉県産業振興センターホームページ  http://www.ccjc-net.or.jp/ 
≪問合せ先≫ 千葉県産業振興センター     設備支援室 ０４３－２９９－２９０２ 

千葉県商工労働部経営支援課 金融支援室 ０４３－２２３－２７０７ 

 

※ 激甚災害により、被災区域内に事業所を有する設備貸与事業及び設備資金貸付事業をご利用の

方が、事業所又は主要な事業用資産に直接損害を受けた場合に、既往貸付金等の償還期間を２

年延長（７年以内→９年以内）します。 

※ 東日本大震災により著しい被害を受けた方が、平成２３年３月１１日以降、被災して使用でき

なくなった設備に替わる設備を新たに導入する場合に、償還期間を２年延長（７年以内→９年

以内）します。 
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４ 海外取引関係の支援策 

 

（１）諸外国向けに輸出される食品等に関する証明書の発行 
 

福島第一原子力発電所の事故を受けて、日本からEU及びEFTA、シンガポール、韓国、マレ

ーシア、タイ、ブラジルへ輸出される食品については、輸出国の管理当局が発行する証明書等

が必要となったため、県では、農林水産省からの依頼を受けて、当分の間、県内事業者により

最終加工された食品等（水産加工品を除く）について、証明書を発行します。詳細は下記ホー

ムページをご確認ください。 
 

≪問合せ先≫ （加工食品）千葉県商工労働部 経済政策課 政策室  ０４３－２２３－２７３４ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/kokusai/documents/syogaikokumukesyoumei.html 

（生鮮食品・飼料）千葉県農林水産部 生産販売振興課 販売流通対策室  

０４３－２２３－３０８６ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/seisan/export/eu-shoumei.html 

（水産物・水産加工品）水産庁 漁政部加工流通課 水産物貿易対策室  

０３－３５０１－１９６１ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/eu/genpatsu/ 

 

（２）非放射能汚染に関する証明について 
 

○日本商工会議所 

東京電力の福島第一原発事故を受け、輸出者が輸入者等から「輸出貨物が放射能に汚染され

ていないこと」に関する証明書を求められる場合があります。商工会議所は検査機関ではあり

ませんので、この証明書の発給はできませんが、貿易証明業務を取り扱っている商工会議所に

おいては、客観的な事実を記載した申請者の自己宣誓文に対する「サイン証明」を発給するこ

とは可能です。 

詳細は、貿易関係証明業務を行っている各地商工会議所または日本商工会議所国際部までお

問い合わせください。 
 

≪問合せ先≫ 千葉商工会議所  ０４３－２２７－４１０１ 

         日本商工会議所国際部 trade@jcci.or.jp 

http://www.jcci.or.jp/region/tohokukantodaisinsai/2011/0328150527.htm 

 

（３）貿易等に関する相談窓口 
 

○日本貿易振興機構（ジェトロ）  

  http://www.jetro.go.jp/news/announcement/20110317949-news 

日本企業向け    貿易投資相談課  TEL:03-3582-5227 

          又はジェトロ千葉 TEL:043-271-4100 

国内外資系企業向け 対日投資部    TEL:03-3582-4684 
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５ 工業製品の安全性評価の支援 

 

（１）工業製品に係る放射線測定試験 
 

東日本大震災に起因する東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により、県内企業（製

造業）が製造した工業製品に対し、取引先等から放射線測定を求められる事例があります。こ

のため、千葉県産業支援技術研究所では、県内企業が製造した工業製品に係る放射線測定を無

料で実施しています。詳細は下記ホームページをご確認ください。 
 

≪問合せ先≫ 千葉県産業支援技術研究所 プロジェクト推進室（加曽利庁舎） 

 ０４３－２３１－４３２６ 

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

 

 

 

６ 復興のためのイベント等の支援 

 
（１）がんばろう！千葉キャンペーンについて 

 

千葉県では、東日本大震災による津波や液状化などの被害に加え、観光・イベントの自粛な

どが続いており、経済活動にも影響が生じてきています。 

そこで、千葉を応援したいと考えている個人の皆様や企業・団体の方々の思いを形にする取

組として、「がんばろう！千葉」キャンペーンを展開しています。この取組の一つである「が

んばろう！千葉応援隊」について、現在、趣旨に賛同し、千葉を応援していただける県民・企

業・団体等を募集しています。一人でも多くの皆様に応援隊に参加していただき、千葉を元気

に、そして日本を元気にしていきましょう。 

 

   団体隊員になると・・・ 

・「がんばろう千葉応援隊」隊員証とオリジナルのぼり（１本）をお送りします。  

・千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」のイラスト入りシンボルマークを無償でお使い 

いただけます。 

・団体隊員の名称を千葉県ホームページ内の「がんばろう千葉」ホームページ上に掲載させてい

ただくとともに、協力・応援内容についても掲載させていただきます。 

 

≪問合せ先≫ 千葉県総合企画部報道広報課 「がんばろう千葉」担当  

０４３－２２３－２２４２ 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kouhou/miryoku/ganbaro/dantai.html 
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（２）千葉県がんばる宿泊施設応援助成金 
 

東日本大震災の影響により厳しい状況にある県内観光の復興に資するため、ホテル・旅館等

の中小宿泊事業者が実施する、宿泊客の増加及び地域振興に資する事業に対し、その経費の一

部を助成します。 

 
１．助成対象者  次のすべてに該当する事業者 

・旅館業法に基づく旅館、ホテル及び簡易宿所を千葉県内において営む中小企業者 

・東日本大震災以降に千葉県制度融資（セーフティネット資金）を申込み、かつ、融資を

受けた者 

・平成23年４月以降に新たな取組により、宿泊客の増加・回復に努めることにより、地域

振興に貢献していると市町村長が認める者 

 

２．助成対象事業  平成23年４月以降に新たに実施する宿泊客の増加・回復を図るための事  

業で、次の（１）～（６）のいずれかに該当するもの 

（１）広報・宣伝事業 

（２）被災地応援宿泊プラン事業 

（３）特典付き宿泊プラン事業 

（４）施設改善事業 

（５）宿泊サービスの向上を図る事業 

（６）その他知事が特に必要と認める事業 

 

３．助成対象経費  助成対象事業を実施するために必要と認められる経費 

※割引事業の場合は、割引額相当額を助成対象経費とみなします。 

 

４．助成金額  １事業者につき30万円（定額） 

※ただし、実際に支出された助成対象経費を限度とします。 

※予算額に達する見通しとなった場合には、申請期限前であっても、それ以降の 

申請受付を中止することがあります。 

※予算額 4,500万円（平成23年度５月補正予算）  

 

５．申 請 

（１）申請方法  助成金交付申請書等に必要事項を記入の上、各市町村観光担当課に提出し

ていただきます。申請書は、県HPよりダウンロードできます。 

（２）申請期限  平成23年12月28日（水） 

 

≪問合せ先≫ 千葉県商工労働部観光課 観光企画室  ０４３－２２３－２４１５ 
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７ 被災地に向けた支援 
 

（１）千葉県産業支援技術研究所及び東葛テクノプラザの依頼試験手数料

等の減免について 
 

東日本大震災により甚大な被害を受けた被災地の産業復興のため、千葉県産業支援技術研究

所及び東葛テクノプラザにおける依頼試験手数料及び機器設備使用料を減免します。 

 

（県外被災地支援） 

主に東北地方において、被災した公設試験研究機関が通常業務を行えない状況であるため、

依頼試験手数料及び機器設備使用料の一部を減免し、県内企業と同一の料金とします。 

《対象地域》岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の5県 

※県外企業だと通常1.5倍の料金が、県内企業と同一の料金となります。 

 

必要書類等については、下記ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。 

 

≪問合せ先≫ 千葉県産業支援技術研究所 プロジェクト推進室  ０４３－２３１－４３２６ 

       東葛テクノプラザ 研究開発課 ０４３－７１３３－０１３９ 

               http://www.pref.chiba.lg.jp/sanken/press/2011/20110502.html 
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 千葉県商工労働部経済政策課 
    〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 

電 話：043(223)2703 
F A X：043(222)0447 
E-mail：keisei11@mz.pref.chiba.lg.jp 

≪千葉県の関連ホームページ≫ 

 ◎中小企業の皆さんへ(東北地方太平洋沖地震関連) 

   http://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/keizaitaisaku/saigai/h23touhoku.html 

 

 ◎観光事業者の皆様の資金繰り・雇用確保等に利用可能な制度のご案内 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kankou/110311jisin/sikinannai.html 

 

◎東北地方太平洋沖地震被災者に対する各種支援策について 

http://www.pref.chiba.lg.jp/bousai/press/h22/kakushu-shien.html 
 

◎節電のお願い（事業者の皆様へ） 

  http://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/setsuden/index.html 
 

◎ちばの商工業 http://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/shoukougyou/ 


