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奈良行政監視行政相談センターでは、新型コロナウイルス感染症に関して、様々なお問

合せや相談を受け付けています。 

この資料は、関係機関の各種相談窓口や実施している支援措置等について、各機関が提

供している情報を当センターが取りまとめたものです。 

お困りになっていることがありましたら、お気軽にご利用ください。 

なお、刻々と状況が変化することに伴い、掲載した相談窓口等の情報も変わることがあ

りますのでご留意ください。 

 

● 電話による相談受付：平日 8：30～17：15 

             上記時間帯以外は留守番電話対応となります 

   〔行政苦情 110 番〕０５７０－０９０１１０（ナビダイヤル） 

または ０７４２-２４-１１００ 

  ● インターネットによる相談受付 

   URL：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html 

● ＦＡＸによる相談受付 

０７４２-２４-０３０３ 

 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来所（対面）による 

相談は原則 15 分までとし、手指の消毒やマスクの着用等について、 

ご理解・ご協力をお願いします。 

新型コロナウイルス感染症 

に関する相談窓口等情報

（ ガ イ ド ブ ッ ク ） 

総務省 奈良行政監視行政相談センター 

〒６３０－８２１３ 

奈良市登大路町８１ 奈良合同庁舎４階 

ＴＥＬ：０７４２-２４-０３００ 

       ＦＡＸ：０７４２-２４-０３０３ 
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1-1 新型コロナウイルスワクチンに関する情報 

新型コロナワクチンに関する特設ページが首相官邸ホームページに開設されています。 

ワクチン接種の状況、ワクチンに関する Q&A 等が掲載されています。 

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html 

厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター 

電話番号：０１２０－７６１－７７０（フリーダイヤル） 

受付時間：9：00 ～ 21：00（土日・祝日も実施） 

奈良県新型コロナワクチン副反応コールセンター 

電話番号：０１２０－９１９－００３（フリーダイヤル） 

ＦＡＸ：０７４２－３６－６１０５  

受付時間：24 時間対応（土日・祝日も対応） 

1-2 市町村の新型コロナワクチンに関する窓口（コールセンター） 

市町村名 名称 電話番号 

奈良市 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0120-340-112 
大和高田市 新型コロナワクチンコールセンター 050-3530-9968 
大和郡山市 新型コロナウイルスワクチンコールセンター 0743-59-0567 
天理市 新型コロナワクチン接種コールセンター 0743-61-5242 
橿原市 新型コロナウイルスワクチン接種事業本部コールセンター 0120-280-850 
桜井市 新型コロナワクチン接種コールセンター 0570-056-225 
五條市 専用コールセンター 0747-26-5670 

御所市 新型コロナワクチンコールセンター 0120-070-522 
0745-62-4515 

生駒市 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0120-525-646 
香芝市 新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 0745-44-8970 
葛城市 新型コロナワクチンコールセンター 0745-44-3820 
宇陀市 新型コロナワクチン接種対策室 0745-96-9030 
山添村 新型コロナワクチンコールセンター 0120-567-994 
平群町 新型コロナワクチンコールセンター 0745-45-6330 
三郷町 コールセンター 0120-102-291 
斑鳩町 新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口 0745-75-7567 
安堵町 コロナワクチン専用電話 0743-56-0567 
川西町 新型コロナワクチンコールセンター 0745-43-3567 
三宅町 新型コロナウイルスワクチン接種対策室 0745-51-5567 
田原本町 新型コロナワクチン接種コールセンター 0744-33-9567 
曽爾村 曽爾村役場保健福祉課 0745-94-2103 
御杖村 御杖村役場保健福祉課 0745-95-2828 
高取町 新型コロナワクチン相談ダイヤル 0120-920-900 

１ 健康 



 

- 2 - 

 

市町村名 名称 電話番号 

明日香村 新型コロナワクチン予防接種受付専用ダイヤル 0800-200-7700 
上牧町 新型コロナワクチンコールセンター 0120-539-157 
王寺町 新型コロナワクチンコールセンター 050-3801-0711 
広陵町 新型コロナウイルスワクチン接種相談窓口（コールセンター） 0745-55-6633 
河合町 新型コロナワクチンコールセンター 0745-57-1567 
吉野町 吉野町保健センター 0746-32-0521 
大淀町 コールセンター 0120-309-085 
下市町 下市町役場 0747-52-0001 
黒滝村 黒滝村役場 0747-62-2031 

天川村 天川村役場 0747-63-0321 

野迫川村 野迫川村役場 0747-37-2101 

十津川村 十津川村役場 0746-62-0001 

下北山村 下北山村役場 07468-6-0001 

上北山村 上北山村役場 07468-2-0001 

川上村 川上村役場 0746-52-0111 

東吉野村 東吉野村役場 0746-42-0441 

 

1-3 新型コロナウイルス無料検査（感染拡大傾向時における一般検査事業） 

※ 有症状の方、濃厚接触の可能性のある方は本事業の対象外です。 

 

事業名  新型コロナウイルスワクチン検査パッケージ等検査

促進事業  

期  間  実施期間は奈良県のホームページ（https://nara-

package.jp/）で確認してください。  

無料検査の対象となる方  ・発熱などの症状がない方で感染リスクが高い環境

にある等のため感染不安を感じる奈良県在住の方  

・ワクチン接種済・未接種を問いません  

受けられる検査  ・PCR 検査等  

・抗原定性検査  

費  用  無料  

問合せ先  ０７４２－３０－００５１（奈良県新型コロナウイ

ルス検査促進事業運営事務局）  

奈良県内の新型コロナ検査事業所の一覧、検査の流れ等は、奈良県のホーム

ページ（https://nara-package.jp/）をご覧ください。  
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1-４ 新型コロナ・発熱患者受診相談窓口（旧  帰国者・接触者相談センター） 

〇 発熱等の症状のある方は、まず、身近な医療機関に電話相談してください。 

〇 身近な医療機関がない方は、「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」に電話相談

してください。 

〇 発熱等の症状がない場合でも、感染の不安のある方は、「新型コロナ・発熱患者

受診相談窓口」に電話相談してください。 

○奈良県における新型コロナウイルス感染症にかかる検査対象  

★ 症状の有無にかかわらず、感染リスクのある方（下記は例示であり、必要に応じ

て検査対象となります。）  

・感染判明者との接触があった方、感染リスクのある場所に滞在された方 

・勤務先や通学先、自宅などに、発熱等の有症状者がおられる方  

・医療従事者、福祉施設従事者 

 

〇新型コロナ・発熱患者受診相談窓口（旧 帰国者・接触者相談センター） 

相談窓口  電話番号  FAX 番号 対応時間  

奈良県庁 0742-27-1132 0742-27-8565 24 時間（平日・土日祝）  

■ 相談・受診の前に心がけていただきたいこと 

◯ 発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控えてください。  

◯ 発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておいてください。  

◯ 基礎疾患（持病）をお持ちの方で症状に変化がある方、新型コロナウイルス感染症

以外の病気が心配な方は、まずは、かかりつけ医等に電話でご相談ください。  

 

■ 医療機関にかかるときのお願い  

◯ 複数の医療機関を受診することにより感染を拡大した例がありますので、複数の

医療機関を受診することはお控えください。  

◯ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット（咳や

くしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使っ

て、口や鼻をおさえる等）の徹底をお願いします。 
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1-５ 新型コロナウイルス感染症に関する一般相談窓口 

相談窓口  電話番号・FAX 番号  対応時間  管轄区域  

奈良県庁  
（電話）0742-27-8561 

（FAX）0742-27-8565 

平日・土日祝  

 8：30～17：15 
県内全域  

奈良市保健所  

（電話）0742-95-5888 

（FAX）0742-34-2486 

平日      

 8：30～17：15 
奈良市  

（電話）0742-95-5888 

（FAX）0742-34-2321 

土・日・祝  

 10：00～16：00 

奈良県  
郡山保健所  

（電話）0743-51-0194 

（FAX）0743-52-6095 

平日      

 8：30～17：15 

大和郡山市、天理市、生駒市、山

添村、平群町、三郷町、斑鳩町、

安堵町 

奈良県  
中和保健所  

（電話）0744-48-3037 

（FAX）0744-47-2315 

平日      

 8：30～17：15 

大和高田市、橿原市、桜井市、御

所市、香芝市、葛城市、宇陀市、

川西町、三宅町、田原本町、曽爾

村、御杖村、高取町、明日香村、

上牧町、王寺町、広陵町、河合町 

奈良県  
吉野保健所  

（電話）0747-52-0551 

（FAX）0747-52-7259 

平日      

 8：30～17：15 

五條市、吉野町、大淀町、下市

町、黒滝村、天川村、野迫川村、

十津川村、下北山村、上北山村、

川上村、東吉野村 

1-６ 厚生労働省の新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 

電話番号：0120－565653（フリーダイヤル） 

（受付時間：9：00～21：00（土日・祝日も実施））  

※下記の外国語でも対応 

英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語 9：00 ～ 21：00 

タイ語 9：00 ～ 18：00 

ベトナム語 10：00 ～ 19：00 

※ 聴覚に障害のある方をはじめ、電話での御相談が難しい方は、ファックスをご

利用いただくか、一般財団法人全日本ろうあ連盟ホームページをご覧ください。 

FAX：03－3595－2756  ホームページ URL：https://www.jfd.or.jp/ 

1-７ 療養証明書の発行 

①「ｅ古都なら」による電子申請、②郵送による申請の方法があります。詳しくは奈良

県のホームページをご覧ください。（奈良市のお住まいの方を除く。） 

（https://www.pref.nara.jp/secure/263327/ryouyousyoumeisyo.pdf） 

奈良市にお住まいの方はこちらをご覧ください。 

（https://www.city.nara.lg.jp/site/coronavirus/136862.html） 
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2-1 子育て世帯への臨時特別給付金 

本給付金については、ほとんどの市町村で申請受付が終了しています。 

 

子育て世帯への臨時特別給付・コールセンター 

0120-526-145〔受付時間 9：00～20：00（土日祝を除く）〕 

2-2 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金 

 本給付金については、申請受付が終了しています。 

2-3 住民税非課税世帯等に対する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世

帯（住民税非課税世帯等）に対する給付金を支給します。 

〔対象者〕 

給付対象は、基準日（令和４年９月 30 日）において、住民基本台帳に記録されている方

で、以下の①又は②のいずれかに該当する世帯です。 

① 世帯全員の令和4 年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

② ①のほか、予期せず令和４年１月から同年 12 月までの家計が急変し、令和４年度分

の市町村民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯（家計急

変世帯） 

※1 ①・②ともに、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く。 

※2 生活保護世帯は①に含む（給付金は収入認定除外とする）。 

※3 一度給付を受けた世帯は対象外。 

 

〔給付手続〕 

上記①の世帯：市町村から確認書が届きます（返送が必要）。 

※4 世帯の中に令和４年１月２日以降に転入した方がいる場合は、申請が必要ですので、市

町村に問い合わせてください。 

上記②の方：市町村に申請書を提出する必要があります。 

〔確認書・申請書提出期限〕 

原則、令和5 年1 月31 日（火） ※市町村に確認してください。 

〔問合せ先〕 

各市町村役場 

  

２ 生活 
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2-4 令和 4 年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面す

る低所得の子育て世代に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行います。 

【支給対象者】 

18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日まで（児童に政令で定める程度の障がいのあ

る場合は 20 歳未満）の児童を監護・養育する次のア又はイのいずれかに該当する方。 

ア 低所得のひとり親世帯 

 ① 令和 4 年 4 月分の児童扶養手当受給者（申請は不要） 

② 公的年金等受給により令和 4 年 4 月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

（申請が必要） 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した方で、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（申請が必要）。 

イ ひとり親世帯以外 

① 令和 4 年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者で令和４年度分の住民税   

均等割が非課税の子育て世帯（申請は不要） 

② 対象児童（平成 16 年 4 月 2 日（障害児の場合、平成 14 年 4 月 2 日）から令和

5 年 2 月 28 日に出生した者）の養育者であって次のいずれかに該当する方（申請

が必要） 

・令和４年度分の住民税均等割が非課税である方（例：高校生のみ養育世帯） 

・新型コロナウイルス感染症の影響で令和 4 年 1 月以降の家計が急変した方 

【申請期限】 

 令和 5 年 2 月 28 日（火） ※市町村に問い合わせてください。 

【給付額】児童 1 人当たり一律 5 万円 

【スケジュール】 

① 低所得のひとり親世帯：令和４年４月分の児童扶養手当受給者については支給完

了。 

※ 直近で収入が減少した世帯等についても、可能な限り速やかに支給（申請が必要） 

② その他低所得の子育て世帯：令和４年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受   

給者で、令和４年度分の住民税均等割が非課税である者について、課税情報が判明

したのち、可能な限り速やかに支給（申請不要） 

※上記以外の者のうち、対象児童を養育する者で、令和４年度分の住民税均等割が

非課税である者や直近で収入が減収した世帯等についても、可能な限り速やかに

支給（申請が必要） 

【相談窓口】厚生労働省コールセンター 

0120－400－903 〔受付時間 9：00～18：00（平日のみ）〕 
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2-5 生活福祉資金の特例貸付 

  申請期間は、令和 4 年 9 月 30 日で終了しました。 

 

【相談窓口】生活福祉資金貸付相談コールセンター 

0120－46－1999〔受付時間 9：00～17：00（平日のみ）〕 

（奈良県内の社会福祉協議会連絡先）  

社会福祉協議会名  電話番号  社会福祉協議会名  電話番号  

奈良市社会福祉協議会  ０７４２－９３－３１００ 曽爾村社会福祉協議会  ０７４５－９６－２１４４ 

大和高田市社会福祉協議会 ０７４５－２３－５４２６ 御杖村社会福祉協議会  ０７４５－９５－２５２２ 

大和郡山市社会福祉協議会 ０７４３－５３－６５３１ 高取町社会福祉協議会  ０７４４－５２－３８６５ 

天理市社会福祉協議会  ０７４３－６１－２２００ 明日香村社会福祉協議会 ０７４４－５４－２７４０ 

橿原市社会福祉協議会  ０７４４－２９－３８８０ 上牧町社会福祉協議会  ０７４５－７６－６０９８ 

桜井市社会福祉協議会  ０７４４－４２－２７２４ 王寺町社会福祉協議会  ０７４５－３３－０２９４ 

五條市社会福祉協議会  ０７４７－２４－４１５２ 広陵町社会福祉協議会  ０７４５－５５－８３００ 

御所市社会福祉協議会  ０７４５－６３－２４５７ 河合町社会福祉協議会  ０７４５－５８－２７３４ 

生駒市社会福祉協議会  ０７４３－７５－０２３４ 吉野町社会福祉協議会  ０７４６－３２－８９７８ 

香芝市社会福祉協議会  ０７４５－７６－７１０７ 大淀町社会福祉協議会  ０７４７－５２－１９４１ 

葛城市社会福祉協議会  ０７４５－４８－３３７３ 下市町社会福祉協議会  ０７４７－５２－６１２５ 

宇陀市社会福祉協議会  ０７４５－８４－４１１６ 黒滝村社会福祉協議会  ０７４７－６２－２８５０ 

山添村社会福祉協議会  ０７４３－８５－０１８１ 天川村社会福祉協議会  ０７４７－６３－９１１２ 

平群町社会福祉協議会  ０７４５－４５－５７１０ 野迫川村社会福祉協議会 ０７４７－３７－２９４１ 

三郷町社会福祉協議会  ０７４５－７２－５８００ 十津川村社会福祉協議会 ０７４６－６４－０６６６ 

斑鳩町社会福祉協議会  ０７４５－７４－５１２２ 下北山村社会福祉協議会 ０７４６８－６－０３６０ 

安堵町社会福祉協議会  ０７４３－５７－２５２３ 上北山村社会福祉協議会 ０７４６８－２－０１２９ 

川西町社会福祉協議会  ０７４５－４３－３９３９ 川上村社会福祉協議会  ０７４６－５２－０２９４ 

三宅町社会福祉協議会  ０７４５－４３－２０７８ 東吉野村社会福祉協議会 ０７４６－４２－０４４１ 

田原本町社会福祉協議会 ０７４４－３４－２１１８  

 

2-6 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方に支援金を支給します。 

申請受付は令和４年12 月末で終了しました。 

【相談窓口】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター 

0120－46－8030〔受付時間 平日 9：00～17：00〕 

 

2-7 住居確保給付金（家賃給付） 

住居確保給付金は、就職に向けた活動を行うなどを条件に一定期間家賃相当額を支給する制

度です。 
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支給期間は原則３か月（延長は2回まで最長９か月までの間）で、1か月単位の支給で、市

町村等から家主へ直接支払うものです。 

【対象要件】 

(1) 主たる生計維持者が、①離職・廃業後 2 年以内である場合、もしくは、②個人の責任

・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合 

(２) 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の 1/12（以下

「基準額」という。）と、家賃（但し、上限あり）の合計額を超えていないこと 

(3) 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額（基準額の６月分。ただし、100

万円を超えない額）を超えていないこと 

(4) 求職活動要件として、(1)の①の場合は、ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ  

熱心に求職活動を行うこと（具体的には、・ハローワークへの求職申込、職業相談（月１

回）、・企業への応募、面接（月１回）） 

(1)の②の場合は、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと（具体的には、・生活再建への

支援プランに沿った活動（家計の改善、職業訓練等）） 

 

相談・申請受付はお住まいの市町村の自立相談支援機関で行います（巻末の資料参照）。 

※ 過去に住居確保給付金の支給を受け、その支給が終了している場合、令和5年3月31

日を期限として、一度に限り再度支給申請をすることが可能です。（支給期間は 3 カ月が

限度です。）  

 

【相談窓口】住居確保給付金相談コールセンター 

0120－23－5572〔受付時間 平日 9：00～17：00〕 

 

2-8 生活保護、生活に困窮した場合の相談窓口 

生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に

応じ、必要な保護を行う制度です。ご相談はお住まいの市町村の福祉事務所までご連絡く

ださい。また、生活困窮者自立支援制度は、様々な課題を抱える生活に困窮する方に対し

て、一人ひとりの状況に合わせた包括的な支援を実施するものです。ご相談はお住まいの

市町村や自立相談支援事業を実施する機関の窓口へご連絡ください（巻末の資料参照）。 

2-9 住宅ローン等の返済相談窓口 

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、銀行等においては住宅ローン等につい

て、返済猶予等の相談に応じる等、必要な支援を実施しています。下記の相談窓口にお問

合せください。 

・金融庁「新型コロナウイルスに関する相談ダイヤル」 

0120－156811（フリーダイヤル：平日 10：00 ～ 17：00） 
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※ＩＰ電話からは 03－5251－6813 におかけください。 

・近畿財務局の相談窓口： 06－6949－6530 

・銀行協会等・政府系金融機関等の相談窓口 

全 国 銀 行 協 会：0 5 7 0 － 0 1 7 － 2 2 7 

全 国 信 用 金 庫 協 会：03－３517－5825 

全 国 信 用 組 合 中 央 協 会：0 3 － 3 5 6 7 － 2 4 5 6 

全 国 労 働 金 庫 協 会：0 3 － 3 2 9 5 － 6 7 4 0 

 

 

 

 

3-1 国税の納税猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な方から

の、猶予制度に関する質問や相談は、住所（所在地）を管轄する税務署が電話でお受

けしています。 

また、猶予申請等をする場合の書類の提出先は所轄の税務署になります。 

◇奈良県内の税務署 

  ・葛城税務署 0745-22-2721  ・桜井税務署 0744-42-3501 

  ・奈良税務署 0742-26-1201  ・吉野税務署 0746-32-3385 

3-2 地方税の納税猶予 

新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税の納税が困難な方は、徴収の猶予を

受けられる場合があります。県税事務所又は市町村税務担当窓口へご相談ください。 

（奈良県）奈良県税事務所  0742-20-4532 

中南和県税事務所 0744-48-3007 

自動車税事務所  0743-51-0082 

3-3 国民年金保険料・厚生年金保険料免除の特例 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料・厚生年金保険料を納付

することが困難な方は、日本年金機構（年金事務所）又は市町村の国民年金担当窓口へご

相談ください。 

【相談窓口】 

・日本年金機構「ねんきん加入者ダイヤル」 

0570－003－004（「050」から始まる電話の場合は 03－6630－2525） 

・年金事務所または市町村の国民年金担当窓口 

奈良年金事務所    0742－35－1371 

桜井年金事務所    0744－42－0033 

大和高田年金事務所  0745－22－3531 

３ 納付・支払 
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3-4 国民健康保険、介護保険等の保険料（税）減免等 

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国

民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料（税）の減免や徴収猶予等が認め

られる場合があります。まずはお住まいの市区町村又は国民健康保険組合にお問い合わせ

ください。 

《問合せ先》 

・国民健康保険料（税）･･･市町村の国民健康保険担当課  

（国民健康保険組合の加入者は、加入されている組合） 

・後期高齢者医療制度の保険料･･･市町村の後期高齢者医療担当課 

・介護保険料･･･市町村の介護保険担当課 

3-5 労働保険料等の猶予制度の特例 

新型コロナウイルス感染症等の影響により労働保険料等の納付が困難な場合には、

保険料の猶予を受けられる場合があります。 

・労働保険料に係る問合せ先 

奈良労働局 労働保険徴収室 0742－32－0203 

3-6 ＮＨＫ受信料の支払の相談窓口 

ＮＨＫでは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により影響を受けた者の受信料

支払に関する相談窓口を開設しています。 

奈良放送局 0742－30－0500〔平日 10：00～17：00〕 

※吉野郡十津川村竹筒は和歌山放送局 073－426－7000 

3-７ 電気料金、ガス料金の支払期限を延長する特別措置 

経済産業省では、電気・ガス事業者に対して、料金の支払猶予等について柔軟な対

応を要請しています。詳細は契約されている各事業者にお問い合わせください。 

 

 

 

4-１ 日本政策金融公庫 

【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】 

《個人企業・小規模事業者・中小企業の方》 

・奈良支店  国民生活事業 0570－069483（平日 9：00～17：00） 

中小企業事業 0742－35－9910（平日 9：00～17：00） 

農林水産事業 0742－32－2270（平日 9：00～17：00） 

・事業資金相談ダイヤル 0120－154－505（平日 9：00～17：00） 

  ※創業して間もない方、個人企業・小規模企業の方は、平日 9：00～19：00 

４ 事業・経営 
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4-２ 商工中金 
【国や地方公共団体の施策に基づいて、商工中金が実施している中小企業向け融資の

相談窓口】 

新型コロウイルスにかかる専用コールセンター・0120－542－711 

〔受付時間〕平日 9：00～17：00 

 

4-３ 信用保証協会 
【新型コロナウイルスに関する経営相談窓口】《奈良県信用保証協会》  

・本店：0742－33－0710     高田支店：0745－22－9551 

〔受付時間〕 

平日 9：00～1６：３0（本店） 平日１０：００～１６：００（高田支店） 

 

4-４ 商工会議所、商工会連合会 
・奈良商工会議所 0742-26-6222   ・生駒商工会議所 0743-74-3515 

・大和高田商工会議所 0745-22-2201 ・橿原商工会議所 0744-28-4400 

・奈良県商工会連合会  0742－22－4411 

※ 奈良県内の 33 商工会でも相談を受け付けています。 

・奈良県中小企業団体中央会  0742－22－3200 

 

4-５ 下請かけこみ寺 
中小企業庁が下請取引の適正化を推進することを目的として、全国 48 か所に設置して

いる「下請かけこみ寺」では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、取引でお困りの

事業者の相談を受け付けています。 

電話番号：0120－418－618（最寄りの「下請かけこみ寺」につながります。） 

受付時間：平日 ９：00～12：00 ／ 13：00～17：00 

4-６ 中小企業・小規模事業者の経営相談窓口 

【中小企業基盤整備機構（中小機構）近畿本部】 

電話番号：06－6264－8613（企業支援部企業支援課） 

受付時間：9：00 ～ 17：00（平日） 

【奈良県よろず支援拠点】 

  ・柏木本部 

電話：0742-81-3840 相談時間：8：30～17：15（月～金（土日祝日休）） 

 ・近鉄奈良駅前サテライトオフィス 

   電話：0742-81-3546 相談時間：9：30～19：00（月～土（日・祝日休） 

 

【近畿経済産業局「中小企業相談室」】 

電話番号：06－6966－6024 

受付時間：9：00 ～ 17：00（平日） 
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4-７ 持続化給付金、一時給付金・月次給付金の返還に関する相談窓口 

誤って持続化給付金や一時給付金・月次給付金を受給した方の返還に関する相談・受

付を下記窓口で受け付けています。なお、持続化給付金などの申請受付は既に終了して

います。 

【持続化給付金事業コールセンター】 

直通番号：0120-002-678 

受付時間：９：００～1８：00（土曜祝日を除く日曜～金曜日） 

 【一時支援金・月次支援金コールセンター】 

   直通番号：0120-211-240 

受付時間：8：30～19：00（12/29～1/3 を除く、土日、祝日含む全日対応） 

4-８ テレワーク導入に関する相談窓口 

「テレワーク相談センター」（厚生労働省委託事業） 

電話番号：0120－861009 

受付時間：９：00～１７：00（平日） 

 

 

 

5-1 宿泊・旅行事業者等向け特別相談窓口 

近畿運輸局 観光部 観光企画課 ： 06－6949－6466 

5-２ 運輸関係事業者向け相談窓口 
 

・バス・レンタカー  06－6949－6445 （自動車交通部 旅客第一課） 

・タクシー      06－6949－6446 （自動車交通部 旅客第二課） 

・トラック      06－6949－6447 （自動車交通部 貨物課） 

・倉庫業       06－6949－6410 （交通政策部 環境・物流課） 

5-３ 農林水産業・食品事業者向けの相談窓口 

【近畿農政局】 

農林水産省では、新型コロナウイルス感染症に係る農業者や食品事業者等からの相

談に対応するため、地方農政局に相談窓口を設置しています。 

近畿農政局 企画調整室 

電話番号（直通）：075－414－9036 又は 075－414－9037 

対応時間：平日 9：00～17：00 

【奈良県】 

奈良県は、経営状況悪化による資金繰り等の相談窓口を 4 か所に設置しています。 

北部農林振興事務所（農林普及課） 0743－51－0373 

５ 事業・経営（業界ごとの相談窓口） 
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中部農林振興事務所（農林普及課） 0744－48－3081 

東部農林振興事務所（農業普及課） 0745－82－3248 

南部農林振興事務所（農業普及課） 0747－24－0131 

 
 
 

6-1 労働局の特別相談窓口 

【新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口】 

・開設場所：奈良労働局雇用環境・均等室（奈良市法蓮町３８７ 奈良第三地方合同庁舎２F） 

・電話：0742-32-0202（９:００～１７:００（土日・祝日を除く）） 

※ 監督署・ハローワーク・助成金センターでもご相談を受け付けています。 

解雇、賃金不払い、休業手当の支給など・・・管轄監督署 

雇用調整助成金           ・・・助成金センター 

事業活動の縮小に伴う従業員の雇用など・・・管轄ハローワーク 

名  称  電話番号  管轄区域  

奈良労働基準監督署  0742-23-0435 
奈良市・大和郡山市・天理市  

生駒市・生駒郡・山辺郡  

葛城労働基準監督署  0745-52-5891 
大和高田市・橿原市・御所市  

香芝市・葛城市・北葛城郡・高市郡  

桜井労働基準監督署  0744-42-6901 
桜井市・宇陀市・磯城郡  

宇陀郡・吉野郡のうち東吉野村  

大淀労働基準監督署  0747-52-0261 
五條市  

吉野郡（東吉野村を除く） 

ハローワーク奈良  0742-36-1601 奈良市・天理市・生駒市・山辺郡  

ハローワーク大和高田  0745-52-5801 
大和高田市・橿原市・御所市  

香芝市・葛城市・北葛城郡・高市郡  

ハローワーク桜井  0744-45-0112 
桜井市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡  

吉野郡のうち東吉野村  

ハローワーク下市  0747-52-3867 五條市・吉野郡（東吉野村を除く） 

ハローワーク大和郡山  0743-52-4355 大和郡山市・生駒郡  

助成金センター 0742-35-6336 
ハローワーク奈良・大和郡山管内  

※上記以外の地域は管轄ハローワーク 

 

6-2 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及びそのまん延防止措置の影響により休業させられた労働者のう

ち、休業手当の支払を受けることができなかった方に対し、その労働者の申請により、新型コ

ロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。 

※ 疾病 、育児、介護 など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、 休業

６ 雇用・労働 
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支援金 ・給付金 の「 休業 」 ではありませんので、対象となりません。 

新型コロナウイルス感染症に罹患したことによる休み（陽性が確定した日から

療養解除までの間）も休業支援金・給付金の対象とはなりません。 

〔対象者〕 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、令和４年７月１日

から令和５年３月 31 日まで（予定）に事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業の

シフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金（休業手当）の支払いを受けることができなか

った労働者（ 雇用保険被保険者でない方も対象） 

〔支給額〕 

休業前の 1 日当たり平均賃金×６0％（※２）×（各月の休業期間の日数－就労した又は労

働者の事情で休んだ日数） 

※1 日当たりの支給額（８，３５５円が上限。令和４年７月分は８，２６５円 

※２ 令和4 年11 月３０日までの休業については、80％ 

〔申請期限〕 

休業した期間 締切日（郵送の場合は必着） 

令和４年７月～９月 令和４年12月31日（土） 

令和４年 10 月～11 月 令和５年２月28日（火） 

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。 

〔問い合わせ先〕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（平日 8：30～20：00、土日祝 ８：30～17：15） 

６-３ 小学校休業等対応助成金・支援金 

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により、次の子どもの世話をするた

めに仕事を休まざるを得ない保護者を支援するため、事業者と保護者へ支援します。 

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業 

などをした小学校など（保育所等を含みます）に通う子ども 

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 

（１）助成金 

子どもの世話を保護者として行うことが必要になった労働者に対し、有給の休暇（年次

有給休暇を除く。）を取得させた事業主が対象です。 

〔支給額〕 

   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 

   （賃金の日額上限額：８，３５５円） 

〔申請期限〕 

対象となる休暇の取得期間 申請期限 

令和４年１０月１日～１１月 3０日 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 （ 火 ）必着 

令和４年１２月１日～５年３月 3１日 令和５年５月３１日（水）必着 

 

（２）支援金 
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子どもの世話を行うことが必要になった、委託を受けて個人で仕事をする保護者が対象

です。 

〔支給額〕 

   １日当たり定額（４，１７７円） 

〔申請期限〕 

仕事ができなくなった期間 申請期限 

令和４年１０月１日～同年１１月 3０日 令 和 ５ 年 １ 月 ３ １ 日 （ 火 ）必着 

令和４年１２月１日～５年３月 3１日 令和５年５月３１日（水）必着 

 

（３）問合せ先 

支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。 

〔問い合わせ先〕雇用調整助成金、産業安定助成金、小学校等休業等対応助成金・

支援金コールセンター 

0120－８７６－１８７（９:００～21:００（土日・祝日含む）） 

6-4 求職者支援訓練 

求職者支援制度は、再就職、転職、スキルアップ(＊)を目指す方が、月10万円の生活支援の

給付金を受給しながら、無料の職業訓練を受講する制度で、離職して雇用保険を受給できない方、

収入が一定額以下の在職者の方が、給付金を受給しながら訓練を受講できます。 

〔対象者〕 

① 給付金を受けて訓練を受講する方 

・離職者（雇用保険の適用がなかった離職者、フリーランス・自営業を廃業した方、雇用

保険の受給が終了した方など） 

・在職者（パートタイムで働きながら正社員への転職や社内で正社員転換を目指す方など） 

② 給付金を受けずに訓練を受講する方（無料の訓練のみ受講する方） 

・離職者（親や配偶者と同居していて一定の世帯収入がある方など（親と同居している学

卒未就職の方など）） 

・在職者（働いていて一定の収入のある方など（フリーランスで働きながら、正社員への転

職を目指す方など）） 

〔給付金の支給内容・要件〕 

① 支給額 職業訓練受講手当：月額10 万円のほか、通所手当や寄宿手当など 

② 主な支給要件 本人収入が月8 万円以下、世帯全体の金融資産が300 万円以下など 

〔相談先〕 

住所地を管轄するハローワーク 

6-5 高等職業訓練促進給付金 

高等職業訓練促進給付金は、ひとり親の方が資格取得を目指して修業する期間の生活費を支援

する制度です。 

〔対象者〕 
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訓練開始日以降、次のいずれにも該当するひとり親の方 

① 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方 

② 養成機関において１年以上（（令和３年４月１日から令和５年３月 31 日までに修業を

開始する場合には 6 月以上）のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる

方 

〔対象訓練〕 

   就業の際に有利となる資格であって、養成機関において１年以上のカリキュラムの修業が    

予定されているもの（令和３年４月１日から令和５年３月31 日までに修業を開始する場合

には、６月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの）で都道府県等の長が指定した

もの。 

（例）看護師、社会福祉士、調理師等の国家資格やデジタル分野等の民間資格 

〔相談先〕 

住所地を管轄する福祉事務所 

6-6 新卒者内定取消等特別相談窓口 

奈良新卒応援ハローワーク 

奈良市法蓮町 387 番地奈良第三地方合同庁舎 1 階（ハローワーク奈良内） 

０７４２－３６－１６０１（音声案内 44#） 

最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。 

 

 

 

 

7-1 消費者ホットライン 
◆新型コロナ関連詐欺 消費者ホットライン 

0120－797－188 

受付時間 10：00～16：00（土日祝を含む） 

◆消費者ホットライン（最寄りの消費生活相談窓口を案内） 

188（局番なし「いやや」） 

7-2 奈良県消費生活センター 
◆奈良県消費生活センター    0742－36－0931（相談専用）  

◆奈良県消費生活センター中南和相談所  0745－22－0931（相談専用）  

受付時間  月曜日～金曜日 9：00～16：30（祝日・年末年始を除く）  

7-3 悪質商法 110 番 
◆悪質商法 110 番（奈良県警察本部）  0742－24－9441 

受付時間  8：30～17：15（土日祝を除く）  

 

  

７ 消費者トラブル 
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8-1 在留外国人向け生活支援ポータル  

A Daily Life Support Portal for Foreign Nationals 

日本に在留する外国人の方々やその支援者の方々に対して有用な情報を提供するために

法務省が開設したサイトです。 
外国人生活支援ポータルサイト 

8-2 外国人旅行者向け相談窓口 

Japan Visitor Hotline（JNTO） 

日本政府観光局（JNTO）では、非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のため、

365 日、24 時間、多言語で対応するコールセンター「Japan Visitor Hotline」を開

設しており、新型コロナウイルス関連の問合せにも対応しています。 

・050－3816－2787 （対応時間：365 日 24 時間） 

・対応言語：英語、中国語、韓国語、日本語 

・対応範囲：緊急時案内（病気・事故等）、災害時案内、一般観光案内 

 

8-3 在留外国人からの生活相談等の窓口 

Consultation Service for Foreign Residents 

奈良県外国人支援センター「奈良県外国人総合相談窓口」 

シルキア奈良２階（奈良市三条本町８－１：ＪＲ奈良駅 西口から歩いて３分） 

日時：月曜日～金曜日 9：00～17：00（祝日・年末年始を除く） 

言語：日本語：月曜日から金曜日、中国語：火曜日・木曜日 

ポルトガル語：月曜日・水曜日・金曜日、英語：月曜日・金曜日 

電話：0742－81－3420  ＦＡＸ：0742－81－3321 

 

8-4 外国語人権相談ダイヤル 

Human Rights Hotline 

日本語を自由に話すことができない方からの人権相談に応じるため，専用の相談電話

（ナビダイヤル）を設置しています。この電話は民間の多言語電話通訳サービス提供事業

者に接続の上、管轄の法務局・地方法務局につながります。 

・0570－090－911（受付：平日 9：00〜17：00（年末年始を除く）） 

・対応言語：英語、中国語、韓国語、フィリピノ語、ポルトガル語、ベトナム語、 

ネパール語、スペイン語、インドネシア語及びタイ語 

 

8-５ 新型コロナウイルスの影響で困っている外国人の電話相談窓口 

For non-Japanese people affected by COVID-19 

８ 外国人向け相談窓口 For Foreign Nationals 
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外国人支援センター（FRESC）ヘルプデスクは、新型コロナウイルスの影響で仕事が

なくなったなど、生活に困っている外国人のための相談電話を設置しています。電話：

0120－76－2029（お金はかかりません） 

時間：9：00～17：00（月～金（祝日、12／29～1／3 は休み）） 

対応言語（18 言語）：日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、

ベトナム語、インドネシア語、ネパール語、タイ語、フィリピノ語、ミャンマー

語、カンボジア語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥー語、ベンガ

ル語 

 

 

 
 
 ○ 新型コロナウイルスのみならず、不当な差別やいじめ等の様々な人権問題につ

いては、以下の相談窓口で受け付けています。 

9-1 みんなの人権 110 番 
 《みんなの人権 110 番（全国共通人権相談ダイヤル）》  

・0570－003－110 〔受付時間：平日 8:30～17:15〕  

 

9-2 子どもの人権 110 番 
 ・0120－007－110（フリーダイヤル）〔受付時間：平日 8:30～17:15〕  

 

9-３ 女性の人権ホットライン 
 ・0570－070－810〔受付時間：平日 8:30～17:15〕  

 

9-４  24 時間子供ＳＯＳダイヤル 
・0120－0－78310（フリーダイヤル）  

（原則として電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に繋がります。） 

 

9-５ ＤＶ相談：〔ＤＶ相談プラス〕  

新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛、休業等が行われる中、ＤＶの増加・

深刻化の懸念を踏まえ実施 

・0120－２７９
つ な ぐ

－８８９
は や く

（24 時間受付）  

 

  

９ 人権 
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10-1 奨学金による支援、奨学金の返還 

日本学生支援機構は、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した方に

対し、給付奨学金・貸与奨学金による支援を行っています（大学等に在学している人

が対象）。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、勤務先の業績悪化や出勤停止等に

伴う減収、失業、内定取消等が生じ、奨学金の返還が困難となった方は、減額返還・

返還期限猶予を願い出ることができます。  

＜問合せ先＞独立行政法人日本学生支援機構奨学金相談センター  

TEL：0570－666－301（平日 9：00～20：00） 

（一部の IP 電話からは、03－6743－6100） 

10-2 Go To トラベルキャンペーン(事業は現在停止中) 

Go To トラベル事業に関するお問い合わせは下記 Go To トラベル事務局コールセン

ターで受け付けています。 

＜一般利用者の方＞（受付時間：10 時～19 時 ※年中無休） 

0570－002－442 ／ 03－6636－9457 

＜事業者の方＞（受付時間：10 時～19 時 ※年中無休） 

0570－017－345 ／ 03－6747－3986 

旅行者向け公式サイト：https://goto.jata-net.or.jp/ 

  

10 その他 
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（資料）奈良県内市町村（39市町村：12市、15町、12村）の連絡先 

市町村名 郵便番号 所在地 電話番号(代表) 

奈良市 630-8580 奈良市二条大路南１丁目1番1号 0742-34-1111 
大和高田市 635-8511 大和高田市大字大中98番地の4 0745-22-1101 
大和郡山市 639-1198 大和郡山市北郡山町248-4 0743-53-1151 
天理市 632-8555 天理市川原城町605 0743-63-1001 
橿原市 634-8586 橿原市八木町1-1-18 0744-22-4001 
桜井市 633-8585 桜井市大字粟殿432-1 0744-42-9111 
五條市 637-8501 五條市岡口1丁目3番1号 0747-22-4001 
御所市 639-2298 御所市1番地の3 0745-62-3001 
生駒市 630-0288 生駒市東新町8番38号 0743-74-1111 
香芝市 639-0292 香芝市本町1397番地 0745-76-2001 
葛城市 639-2195 [新庄庁舎] 葛城市柿本166番地 0745-69-3001 
宇陀市 633-0292 宇陀市榛原下井足17番地の3 0745-82-8000 
山添村 630-2344 山辺郡山添村大字大西151番地 0743-85-0041 
平群町 636-8585 生駒郡平群町吉新1-1-1 0745-45-1001 
三郷町 636-8535 生駒郡三郷町勢野西1-1-1 0745-73-2101 
斑鳩町 636-0198 生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号 0745-74-1001 
安堵町 639-1095 生駒郡安堵町大字東安堵958番地 0743-57-1511 
川西町 636-0202 磯城郡川西町大字結崎28番地の1 0745-44-2211 
三宅町 636-0213 磯城郡三宅町大字伴堂689番地 0745-44-2001 
田原本町 636-0392 磯城郡田原本町 890-1 0744-32-2901 
曽爾村 633-1212 宇陀郡曽爾村今井495-1 0745-94-2101 
御杖村 633-1302 宇陀郡御杖村大字菅野368 0745-95-2001 
高取町 635-0154 高市郡高取町観覚寺990-1 0744-52-3334  
明日香村 634-0111 高市郡明日香村大字岡55番地 0744-54-2001 
上牧町 639-0293 北葛城郡上牧町大字上牧3350 0745-76-1001 
王寺町 636-8511 北葛城郡王寺町王寺2丁目1-23  0745-73-2001 
広陵町 635-8515 北葛城郡広陵町大字南郷583番地1 0745-55-1001 
河合町 636-8501 北葛城郡河合町池部1丁目1番1号 0745-57-0200 
吉野町 639-3192 吉野郡吉野町大字上市80番地の1 0746-32-3081 
大淀町 638-8501 吉野郡大淀町大字桧垣本2090番地 0747-52-5501 
下市町 638-8510 吉野郡下市町大字下市1960 0747-52-0001 
黒滝村 638-0292 吉野郡黒滝村大字寺戸77番地 0747-62-2031 
天川村 638-0392 吉野郡天川村大字沢谷60番地 0747-63-0321 
野迫川村 648-0392 吉野郡野迫川村大字北股84番地 0747-37-2101 
十津川村 637-1333 吉野郡十津川村大字小原225-1 0746-62-0001 
下北山村 639-3803 吉野郡下北山村大字寺垣内983 07468-6-0001 
上北山村 639-3701 吉野郡上北山村大字河合330 07468-2-0001 
川上村 639-3594 吉野郡川上村大字迫1335番地の7 0746-52-0111 
東吉野村 633-2492 吉野郡東吉野村大字小川99番地 0746-42-0441 
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（資料）自立相談支援機関一覧 

 

自治体名 相談窓口 住所 電話番号 

奈良市 くらしとしごとサポートセンター 奈良市二条大路南1丁目1－1奈良市庁舎内 0120-372-310 
大和高田市 保護課 大和高田市大中98－4 0745-22-1101 
大和郡山市 生活支援課 保護係 大和郡山市北郡山町248－4 0743-53-1601 
天理市 社会福祉課 天理市川原城町605番地 0743-63-1001 

橿原市 生活支援相談窓口 
橿原市内膳町1－1－60 
ミグランス（大和八木駅南側分庁舎）2階 

0744-22-8301 

桜井市 くらしとしごと支援センター 
桜井市粟殿1000－1 
桜井市保健福祉センター「陽だまり」 2階 

0744-49‐3020 

五條市 生活自立支援相談窓口 五條市岡口1丁目3番1号 0747-22-5137 
御所市 福祉課保護係 御所市1－3 0745-62-3001 

生駒市 くらしとしごと支援センター 
生駒市元町1丁目6番-12 
生駒セイセイビル4F 

0120-883-132 

香芝市 くらし・しごと相談窓口 香芝市逢坂1丁目374-1 

香芝市総合福祉センター内 0745-76-7107 

葛城市 社会福祉課 葛城市柿本166番地 0745-69-3001 

宇陀市 厚生保護課 宇陀市榛原下井足17－3 0745-82-2221 
十津川村 福祉事務所 吉野郡十津川村大字小原225番地の1 0746-62-0902 

奈良県 

※上記以外

の町村にお

住まいの方 

中和・吉野生活自立サポートセン

ター 
橿原市大久保町320番11 
奈良県社会福祉総合センター 

0120-85-1225 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関する情報は、以下のURLもご覧ください。 

（首相官邸） https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html 

（内閣官房） https://corona.go.jp/ 

（厚生労働省）https://www.mhlw.go.jp/index.html 

（経済産業省）https://www.meti.go.jp/covid-19/ 

（奈良県）  http://www.pref.nara.jp/ 




