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総務省 近畿管区行政評価局 
〒540-8533 大阪市中央区大手前 3-1-41 大手前合同庁舎 11階 

TEL：06-6942-1100 

 

 

●電話の場合：平日の 8:30～17:30（行政相談専用電話） 

ナビダイヤル ： 0570-090110 または 06-6942-1100 
（注）通話料がかかります。 

また、上記以外の時間帯は留守番電話による対応となります。 

●インターネット(メ―ル)の場合：毎日受け付けています。 

   ＵＲＬ：https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html     

●FAX の場合：毎日受け付けています。 

06-6941-8988（行政相談専用 FAX） 
 

 ※ 平日の時間外及び閉庁日に受けた相談は、翌開庁日以降の対応となります。 
 

○  大阪総合行政相談所（大丸大阪心斎橋店）は、原則毎日開設（店休日を除
く。）しています。 

○  堺すいよう行政相談所（髙島屋堺店）は、原則毎週水曜日（祝日を除く。）に
開設しています。 

本資料は、関係機関が設置している各種相談窓口や支援措置等について、各機関が提供してい

る情報を近畿管区行政評価局が取りまとめたものです。大きな変更や重要と考えられる対策が講

じられるなど新たな情報が確認できた場合には、随時、追加、変更してまいります。 

お住いの市町村のホームページなどもご覧になりながら、お困りになっていることがありまし

たら、どうぞお気軽にご利用ください。 
 

※ 首相官邸ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」(下記ＵＲＬ参照)にも、支援策等

についての情報がございます。あわせてご参照ください。 

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

 

 

 
 
※ 本稿で、特に断りがない場合、「平日」とは、月曜日～金曜日（祝日、休日、年末年始を除く。）のこと

です。また、曜日での記載や「全日」であっても、年末年始を除く等、例外もありますので、

御留意ください。 

近畿管区行政評価局における行政相談受付 

〔本資料を印刷やダウンロードして利用されている方へ〕 

最新の情報は、近畿管区行政評価局ホームページ(下記ＵＲＬ参照)に掲載しております。 

https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html 

 

新型コロナウイルス感染症に関する

相 談 窓 口 一 覧 （ 大 阪 府 版 ） 

https://www.soumu.go.jp/hyouka/gyousei-form.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/madoguchi.html#f
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki/madoguchi.html#g
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
https://www.soumu.go.jp/kanku/kinki.html
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1 目次へ戻る 

≪新型コロナウイルス受診相談・一般相談≫ 

１ 感染が疑われる場合、感染した場合等の相談窓口 

 

【新型コロナウイルス感染の疑いがある場合】 

○ 少しでも症状がある方は、お近くのかかりつけ医にまず相談 

○ 夜間・休日やかかりつけ医がいない方などは「新型コロナ受診相談センター」

に相談 

〇 大阪府は、発熱患者の診療・検査が可能な医療機関を「診療・検査医療機関」

として指定し、一覧を公開 

□ 大阪府ホームページ（新型コロナ関連リンクサイト): https://www.pref.osaka.lg.jp/koho/corona_link/index.html  
□ 大阪府ホームページ(新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口): 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html  

□ 大阪府ホームページ(診療・検査医療機関)：https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/sinryokensa.html  
 
《新型コロナ受診相談センター（全日対応）》※の電話番号がある保健所は、休日等の時間外に繋がる専用番号  

センター名 （管轄区域） 電話番号 FAX 

大阪府池田保健所  （池田市、箕面市、豊能町、能勢町） 

大阪府新型コロナ
受診相談センター
（発熱者 SOS） 
 
06-7166 

-9911、9966 
 
 
  

06-6944-7579 

大阪府茨木保健所  （茨木市、摂津市、島本町） 

大阪府守口保健所  （守口市、門真市） 

大阪府四條畷保健所（大東市、四條畷市、交野市） 

大阪府藤井寺保健所（松原市、羽曳野市、柏原市、藤井寺市） 
大阪府富田林保健所（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、

太子町、河南町、千早赤阪村） 
大阪府和泉保健所 （泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町） 

大阪府岸和田保健所（岸和田市、貝塚市） 
大阪府泉佐野保健所（泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、

田尻町、岬町） 

大阪市保健所（注） 06-6647-0641 06-6647-1029 

堺市保健所 
072-228-0239 
※050-3531-5599 072-222-9876 

高槻市保健所 
072-661-9335 
※050-3531-4455 072-661-1800 

東大阪市保健所 072-963-9393 072-960-3809 

豊中市保健所 06-7177-9538 06-6152-7328 

枚方市健康福祉部 
072-841-1326 
※050-3531-0271 072-841-5711 

八尾市保健所 
072-994-0668 
※050-3531-4455 072-922-4965 

寝屋川市保健所 
072-829-8455 
※050-3531-4455 072-829-1247 

吹田市保健所 
06-7178-1370 
※050-3531-4455 06-6339-2058 

(注) 大阪市は、新型コロナ受診相談センターを介することなく、自身のスマートフォンやパ
ソコンで直接、検査の予約ができるシステムを導入。要件等は、同市ホームページの「新
型コロナウイルス PCR 検査予約システム」を参照 

   https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000490878.html#i 
 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/koho/corona_link/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/sinryokensa.html
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000490878.html#i


2 目次へ戻る 

【宿泊療養の希望や自宅療養中に健康相談をしたい場合】 

  大阪府は、次のような場合に対応するため、「コロナ陽性者 24時間緊急サポートセ

ンター（自宅待機 SOS）」を開設 

・宿泊施設（ホテル）での療養を希望する。 

提供サービス：宿泊療養先・搬送手配、パルスオキシメーター配送、簡易配食受付 

・夜間・休日等、保健所の閉庁時間に体調が悪化したため、健康相談をしたい。 

提供サービス：健康相談（看護師が対応）、緊急往診の手配、訪問看護師による健康観察の受付 

 ・自宅療養中に医療機関を受診したい。 

提供サービス：オンライン・外来診療及び往診医療機関等の案内、抗体治療医療機関の案内 

（注）上記以外の相談は直接、保健所か、もしくは受診相談センターに連絡 

（対象者） 

  ・医療機関を受診した発生届の対象者の方（※） 

・発生届の対象外の方や抗原検査キット等で自主検査し陽性となった方で「陽性

者登録センター」に登録いただいた方 

※ 1．65歳以上の方 2．入院が必要な方 3．重症化リスク

があり治療薬や酸素投与が必要な方 4．妊婦の方 
 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

コロナ陽性者 24時間緊急サポート

センター（自宅待機 SOS） 

0570－055221 

FAX 06-4560-9037 
全日 24時間 

 

 

【感染者の全数把握の見直しに伴い、自ら感染者登録を行いたい場合】 

 大阪府では、それまで医師等がすべての感染者について国のシステム「HER-SYS」

に入力することにより保健所に「発生届」を提出していたが、国の方針に基づき、令

和 4年 9月 26日から、この届出の対象を、①65歳以上の人、②入院が必要な人、③

治療薬や酸素の投与が必要な重症化リスクのある人、④妊婦している人に限定。 

 これに伴い、届出の対象外となった感染者については、自ら、大阪府の「陽性者登

録センター」に登録(※)することで、①感染の証明となる「陽性者番号」の通知、②

「自宅待機 SOS」（0570-055-221）、「配食・パルスセンター」（0120-205-040）による

支援の案内を受けることができる制度を導入。 

※ 登録内容は、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、

発症日など。登録の際は、本人確認書類、検査結果資料の画像を添付 

 ・「自宅待機 SOS」による支援内容 

✓外来や往診、オンライン診療などの診察  ✓宿泊療養 
✓簡易配食  ✓パルスオキシメーターの貸与  ✓健康相談 

 ・「配食・パルスセンター」による支援内容 
   ✓簡易・通常配食  ✓パルスオキシメーターの貸与 

 

（陽性者登録センターへの登録に関する電話窓口） 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

登録専用電話（Web申込みがで

きない場合のみ） 
06-4400-0923 全日 9:00～17:00 

臨時問合せ番号 06-4397-3696 
9:00～17:00 

(R4.9.26～R4.10.4) 

 



3 目次へ戻る 

【新型コロナウイルス感染症に係る無料検査を受けたい場合（無症状）】 

大阪府は、一定の要件に該当する場合、検査を受ける費用を無料とする事業を実施

（感染を疑う症状や、濃厚接触の可能性がある方は対象外） 

 

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。 

（大阪府ホームページ:https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/muryoukensa.html） 
 

（問い合わせ先） 
 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

大阪府「無料検査」コール

センター 
06-7177-9542 全日 9:00～21:00 

 

 

【新型コロナウイルス感染症に係る無料検査を受けたい場合（有症状)】 

 大阪府は、重症化リスクの低い方が、新型コロナを疑う症状がある時に速やかにセ

ルフ検査ができるように、抗原定性検査キットの無償配布事業を実施 

（対象者） 

・大阪府内に在住する 10歳～64歳の方 

・発熱・呼吸器症状、倦怠感、頭痛、鼻汁、咽頭痛等 

の症状がある方 

 ※（1）に該当する年齢であっても、息苦しさや呼吸困難がある 

場合は医療機関を受診 

・重症化リスク（※）に該当する基礎疾患がない方 

・妊娠していない方 

（問い合わせ先） 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

大阪府検査キット配布セン

ター事務局 
0570-550-353 全日 9:00～19:00 

 

 

□ 大阪府ホームページ（自宅療養者支援サイト） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshoshien/jitaku_ryouyou/index.html  

□ 大阪府ホームページ（大阪府検査キット配布センター） 

 https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/kensakit_haihu.html  

  

【配食サービス・パルスオキシメーター貸出のサービスを受けたい場合】 

大阪府・大阪市は、新型コロナウイルス感染症罹患者で、ご自身で食料の確保が困

難な方のための配食サービス及びパルスオキシメーターの配送サービスを実施 

 （対象者） 

新型コロナウイルス感染症の陽性者で自宅療養中の方のうち、発生届の対象者 

及び陽性者登録センターの登録者 

（注） 下記に当てはまる方は配食サービスの対象外 

・無症状の方 

・有症状の場合で、症状軽快から 24時間以上経過し、食料品の買い出しが可 

能な方 

・外出可能な同居家族がいる方 

（申込み） 

電話又は WEB受付用の URLから、「配食・パルスセンター」に申込み 

（申込み・問い合わせ先） 

※ 肥満（BMI30以上）、慢性腎臓

病、糖尿病、心血管疾患、脳血

管疾患、高血圧、慢性呼吸器疾

患（COPD等）、免疫抑制剤や抗

がん剤等を用いている等 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/muryoukensa.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshoshien/jitaku_ryouyou/index.html
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名  称 電話番号 対応曜日・時間 

「配食・パルスセンター」 

ワンストップ窓口 
0120-205-040 全日 9:00～17:30 

 

 

【療養期間証明書がほしい場合】 

 宿泊療養又は自宅療養の療養期間の証明書には、保健所等が発行する紙版療養証明

書と厚生労働省所管の「My HER-SYS」（新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理

支援システム）による電子版療養証明書の 2種類あり 

 紙版療養証明書の発行等については、次のホームページ又は問い合わせ先で確認 

（発行対象者） 

○令和 4年 9月 26日以降にコロナ陽性と診断された場合 

・医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、発生届の対象

となった方 

※ 発生届の対象外となった方は、陽性者登録センターに登録した場合でも、療養証明書は発

行されない。 

○令和 4年 9月 25日以前にコロナ陽性と診断された場合 

・医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された方 

 

□ 大阪市ホームページ（新型コロナウイルス感染症にかかる療養期間証明書につ

いて）      https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000560672.html  

□ 大阪府ホームページ：府設置保健所ごとに療養期間証明書に関する説明を掲載 

□ 厚生労働省ホームページ（新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援シ

ステム(HER-SYS)） https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html  

 

（紙版療養証明書の発行依頼・問い合わせ先） 

センター名 （管轄区域） 電話番号 対応曜日・時間 

大阪府池田保健所 （療養証明書問い合わせ専

用ダイヤル）    （池田市、箕面市、豊能町、能勢町） 
072-751-3101 平日 9:30～17:30 

大阪府茨木保健所 地域保健課   

（茨木市、摂津市、島本町） 
072-624-4668 平日 9:00～17:45 

大阪府守口保健所 （事務処理センター）   

（守口市、門真市） 

080-2892-4121 

080-2939-7382 
平日 9:30～17:45 

大阪府四條畷保健所 （事務処理センター） 

（大東市、四條畷市、交野市） 
072-800-5204 平日 9:30～17:30 

大阪府藤井寺保健所（松原市、羽曳野市、柏原市、藤井寺市） 072-955-4181 平日 9:00～17:45 

大阪府富田林保健所 地域保健課 

（富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村） 
0721-23-2681 平日 9:00～17:45 

大阪府和泉保健所 （事務処理センター）  

（泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町） 
0725-54-8117 平日 9:00～17:45 

大阪府岸和田保健所 （療養証明書専用電話番

号）            （岸和田市、貝塚市） 

070-7813-2049 

070-7813-2050 
平日 9:00～17:45 

大阪府泉佐野保健所 （事務処理センター） 

（泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町） 
072-447-7201 平日 9:00～17:45 

大阪市新型コロナウイルス感染症 

一般相談センター 

0120-911-585 24時間受付 

0120-049-663 全日 8:00～22:00 

堺市保健所 感染症対策課 072-248-7031 平日 9:00～17:30 

高槻市保健所 保健予防課 072-661-9332 平日 8:45～17:15 

東大阪市保健所 新型コロナ感染症課 072-960-3805 平日 9:00～17:30 

https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000560672.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html
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豊中市保健所 療養証明書担当 080-4582-7882 平日 9:30～16:30 

枚方市保健所 保健予防課 072-807-7625 平日 9:00～17:30 

八尾市保健所 

（新型コロナ自宅療養者等専用ダイヤル） 

0570-080-202 全日 8:00～22:00 

0570-200-636 
全日 9:00～17:00 

※10月 31日まで開設 

寝屋川市保健所 新型コロナウイルス感染症対策室 072-829-1210 平日 9:00～17:30 

吹田市保健所 

（新型コロナ関係事務処理センター） 
06-6155-6121 全日 9:00～20:00 

 

（「My HER-SYS」による証明の問い合わせ先） 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

一般の方専用ダイヤル 

（厚生労働省） 

03-5877-4805 

03-6885-7284 

03-6812-7818 

平日 9:30～18:15 

 

 

【新型コロナウイルス感染症の後遺症の症状がある場合】 

新型コロナウイルス感染症の治療や療養終了後、呼吸苦や味覚・嗅覚の異常等、 

後遺症に悩まれる方は、お住まいの地域を管轄する新型コロナ受診相談センター(P1)

に相談 
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２ 新型コロナウイルスに関する一般相談窓口 

 

【厚生労働省の相談窓口】 

厚生労働省では新型コロナウイルス感染症について、以下の電話相談窓口を開設 
名  称 電話番号・FAX番号 対応言語・対応曜日・時間 

新型コロナウイルス

感染症相談窓口 

0120-565-653 
 

FAX:03-3595-2756 

 (聴覚に障害のある方) 

日本語・英語・中国語・韓国語・ 

ポルトガル語・スペイン語 

全日  9:00～21:00 

タイ語         全日  9:00～18:00 

ベトナム語     全日 10:00～19:00 

 
聴覚障害者相談窓口 

（全日本ろうあ連盟） 
HP： https://www.jfd.or.jp/covid19/ 

 

【大阪府内の健康相談窓口】 

大阪府では、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、府民の皆様からの一般的な

健康相談に応えるため、下記のとおり、電話相談窓口を開設 

名  称 電話番号・FAX番号 対応曜日・時間 

府民向け相談窓口 
 06-6944-8197 

 

FAX 06-6944-7579 
全日 9：00～18：00 

 

【市町・区が設置した新型コロナウイルスに関する電話相談窓口】 

大阪府下の市町村の中には、新型コロナウイルスに関する相談窓口を開設 

                         大  阪  市  ※対応曜日・時間：平日 9:00～17:30 

各区保健福祉センター 電話番号 各区保健福祉センター 電話番号 

北区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6313-9882 東淀川区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-4809-9882 

都島区保健福祉ｾﾝﾀｰ分館 06-6882-9882 東成区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6977-9882 

福島区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6464-9882 生野区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6715-9882 

此花区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6466-9882 旭区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6957-9882 

中央区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6267-9882 城東区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6930-9882 

西区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6532-9882 鶴見区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6915-9882 

港区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6576-9882 阿倍野区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6622-9882 

大正区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-4394-9882 住之江区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6682-9882 

天王寺区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6774-9882 住吉区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6694-9882 

浪速区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6647-9882 東住吉区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-4399-9882 

西淀川区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6478-9882 平野区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-4302-9882 

淀川区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6308-9882 西成区保健福祉ｾﾝﾀｰ 06-6659-9882 
 

（注）自宅療養者・濃厚接触者専用ダイヤル(大阪市保健所感染症対策課)06-6647-0790（24時間対応） 
 

       
 
 

https://www.jfd.or.jp/covid19/
tel:0663139882
tel:0648099882
tel:0668829882
tel:0669779882
tel:0664649882
tel:0667159882
tel:0664669882
tel:0669579882
tel:0662679882
tel:0669309882
tel:0665329882
tel:0669159882
tel:0665769882
tel:0666229882
tel:0643949882
tel:0666829882
tel:0667749882
tel:0666949882
tel:0666479882
tel:0643999882
tel:0664789882
tel:0643029882
tel:0663089882
tel:0666599882
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市町名 名  称 電話番号 対応曜日・時間 

大阪市 一般相談センター 0120-911-585 全日 24時間 

豊中市 
コールセンター 06-7177-9538 全日 24時間 

コロナ生活相談窓口 06-6858-5063 平日 9:00～17:00 

高槻市 生活支援情報案内ダイヤル 072-674-7022 平日 8:45～17:15 

茨木市 コールセンター 0120-695-890 平日 9:00～17:00 

枚方市 コールセンター 072-841-1253 平日 9:00～17:30 

大東市 コールセンター 072-875-2745 平日 9:00～17:30 

八尾市 新型コロナ自宅療養者等専用ダイヤル 

0570-080-202 毎日 8:00～22:00 

0570-200-636 
毎日 9:00～17:00 

※10月 31日まで開設 

河内長野市 コールセンター 0721-55-0301 平日 9:00～17:30 

羽曳野市 新型コロナ総合相談窓口 072-957-3320 平日 9:00～17:00 

河南町 コールセンター 0721-93-2500 平日 9:00～17:30 

 

【妊娠・出産・子育て相談窓口】 

 (一社)大阪府助産師会が電話相談を実施 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

妊娠・出産・子育て 

電話相談 
06-6775-8894 平日 9：00～17：00 

 

【外国人向け相談窓口】 

 大阪府国際交流財団（OFIX）が府内在住外国人向け電話相談等を実施 

  ※医療的判断を必要とする相談は対象外（相談先：新型コロナ受診相談センター）   

名  称 電話番号 対応曜日・時間 対応言語 

大阪府外国人 

情報コーナー 

06-6941-2297 

≪月曜日 金曜日≫ 

9:00～20:00 

（祝日除く） 

≪火曜日～木曜日≫

9:00～17:30 

（祝日除く） 

≪第２日曜日 第４日曜日≫ 

13:00～17:00 

英語 中国語 

韓国・朝鮮語 

ポルトガル語 スペイン語 

ベトナム語 タイ語 

フィリピン語 ネパール語

インドネシア語 日本語 

メール相談 jouhou-c@ofix.or.jp 

ＦＡＸ相談 06-6966-2401  
英語 日本語 

 

 また、日本政府観光局は、外国人旅行者向けコールセンターを開設 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 対応言語 

外国人旅行者向け 

コールセンター 
050-3816-2787 全日 24時間 

英語 中国語 韓国語 

日本語 

 

 

 

 

mailto:jouhou-c@ofix.or.jp
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 これら以外にも、外国人向けの各種相談窓口を下表のとおり開設 

名  称 電話番号（対応曜日・時間）、HP アドレス 

外国人在留総合インフォメーションセンター（出入国在留管理庁） 

在留手続に関する相談窓口 

（Information for Immigration Sevices） 

0570-013904 (平日 8:30～17:15) 

※ IP、海外：03-5796-7112 

HP: https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html   

外国人生活支援ポータルサイト（出入国在留管理庁） 

（A Daily Life Support Portal for Foreign Nationals） 
HP: https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html  

電話医療相談（AMDA 国際医療情報センター） 

03-6233-9266（平日 10:00～16:00） 

多言語で、外国語の通じる医療機関の案内

や日本の医療福祉制度の案内を実施 

HP：https://www.amdamedicalcenter.com/consaltant 
 

  

https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.amdamedicalcenter.com/consaltant
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３ 新型コロナワクチンに関する相談窓口 

新型コロナワクチンについて、以下の電話相談窓口を開設 
  

≪厚生労働省≫ 

名  称 電話番号 対応言語・対応曜日・時間 

新型コロナワクチン 

コールセンター 

0120-761770 

海外からの相談： 

(+81)50-3734-0348 

日本語・英語・中国語・韓国語・ 

ポルトガル語・スペイン語 

全日  9:00～21:00 

タイ語     全日  9:00～18:00 

ベトナム語   全日 10:00～19:00 

 
聴覚障害者相談窓口 

（全日本ろうあ連盟） 
HP：https://www.jfd.or.jp/covid19/ 

 

≪大阪府≫ 

名  称 電話番号 FAX番号 対応曜日・時間 

新型コロナワクチン 

専門相談窓口 

0570-012-336 

06-6635-2047 
06-6641-0072 全日 24時間 

 

≪大阪府内の市町村≫ FAXは、聴覚や発語などに障害のある方等、電話での対応が困難な方用です。 

市町村名 名  称 電話番号 FAX番号 対応曜日・時間 

大阪市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 

0570-065670 

06-6377-5670 
0570-056769 全日 9:00～21:00 

豊中市 
とよなか 

ワクチンダイヤル 
06-6151-2511  平日 9:00～18:00 

池田市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0570-070-767 0570-060-609 全日 9:00～17:00 

箕面市 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 
072-727-6865 072-727-3539 

月～土曜日(祝日を除く) 

9:00～17:00 

能勢町 
コロナワクチン 

予約・問合せセンター 
072-734-7110  平日 8:30～17:00 

豊能町 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0570-099-920  全日 9:00～18:00 

吹田市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0120-210-750 06-6339-7075 全日 9:00～20:00 

高槻市 

新型コロナワクチン 

コールセンター 
0120-090-555 072-648-3350 全日 8:45～17:15 

新型コロナワクチン接種

証明専用コールセンター 
0120-222-765 072-668-3671 全日 8:45～17:15 

茨木市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0120-695-890 072-625-1650 全日 9:00～17:00 

摂津市 
コロナワクチン 

コールセンター 
06-6170-2762  

平日・土日(祝日・振替休日を除く)  

8:45～17:15 

https://www.jfd.or.jp/covid19/
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市町村名 名  称 電話番号 FAX番号 対応曜日・時間 

島本町 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
075-962-5811  

全日（祝日を除く） 

 9:00～17:30 

守口市 
新型コロナウイルス 

ワクチン接種相談センター 
0120-365-285  全日 9:00～17:30 

枚方市 
新型コロナワクチン 

予約・相談コールセンター 
0120-885-755 072-894-8031 全日 9:00～18:00 

寝屋川市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
072-825-2007 072-820-2088 全日 9:00～17:30 

大東市 
新型コロナ予防接種 

コールセンター 
072-800-4645 072-874-9529 

全日（祝日を除く） 

9:00～17:30 

門真市 
新型コロナワクチン 

接種専用コールセンター 
0120-012-640 06-6904-6832 全日 9:00～17:30 

交野市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 

0120-052-517 

050-3646-7837 
050-3457-4766 

月～土曜日(祝日を除く) 

9:00～18:00 

四條畷市 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 
0120-553-611 072-877-6963 全日 9:00～17:00 

東大阪市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
06-7668-0485 072-929-8239 

平日 9:00～20:00 

土日祝日 9:00～17:30 

八尾市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0570-008-633 072-923-1985 全日 9:00～17:00 

柏原市 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 
0120-178-270 03-6863-0066 平日 9:00～17:00 

富田林市 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 
0120-884-056 0721-20-0200 平日 9:00～17:30 

河内長野市 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 
0721-26-8135 0721-56-5160 平日 9:00～17:30 

松原市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0120-862-270  全日 9:00～20:00 

羽曳野市 
新型コロナワクチン

接種コールセンター 
0570-071-105  平日 9:00～17:15 

藤井寺市 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 
0570-00-3655 072-939-9099 平日 9:00～17:30 

大阪狭山市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0120-795-666  平日 9:00～17:30 

河南町 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 
0721-90-3378  

平日 9:00～17:30 

(10/17～12/28の月・水 9:00～19:00) 

太子町 
新型コロナウイルスワク

チン接種コールセンター 
0721-98-0310  平日 9:00～17:00 

千早赤阪村 
新型コロナワクチン

接種コールセンター 
0721-26-7265 0721-70-2021 平日 9:00～17:30 

堺市 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 

0570-048-567 

072-256-4140 
072-275-5288 全日 9:00～17:30 

泉大津市 
コロナワクチン 

コールセンター 
0120-920-705 0725-33-4543 平日 9:00～17:00 
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市町村名 名  称 電話番号 FAX番号 対応曜日・時間 

和泉市 
ワクチン接種相談 

センター 
0120-567-582 0725-58-6039 平日 9:00～17:00 

高石市 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
072-275-5226 

(相談) 
072-275-5330 平日 9:00～17:30 

忠岡町 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0725-92-5720 0725-22-8663 平日 9:00～17:00 

岸和田市 
新型コロナワクチン

接種コールセンター 
0570-077-664  全日 9:00～17:30 

貝塚市 

新型コロナウイルス

ワクチン接種コール

センター 

0120-729-722 072-433-7016 全日 9:00～17:30 

泉佐野市 
コロナワクチン 

コールセンター 
0120-133-051 072-461-4571 平日 9:00～19:00 

泉南市 
コールセンター 06-6621-1029  平日 9:00～17:30 

ワクチン接種推進チーム 072-479-5672 072-482-1668 平日 9:00～17:30 

阪南市 
新型コロナワクチン 

接種コールセンター 
0120-203-415  平日 9:00～17:30 

熊取町 
新型コロナワクチン 

コールセンター 
0120-234-170  

月～土曜日（祝日は除く） 

9:00～19:00 

田尻町 
コロナワクチン接種

コールセンター 
0120-558-836  平日 9:00～17:00 

岬町 
コロナワクチン 

コールセンター 
072-468-9935  平日 9:00～17:30 

 

 

【参考】 

〇 防衛省・自衛隊による大規模接種会場（大阪会場） 
 

・会場：自衛隊大阪北浜大規模接種会場（北浜会場） 

     日経今橋ビル（大阪市中央区今橋 1丁目 3－3） 

※ 7月 11日（月）接種分より、堺筋本町会場の予約受付は一時停止 
 

・使用ワクチン：モデルナ・ジャパン社製ワクチン（オミクロン株対応ワクチン） 
 

・対象者：初回（1回目・2回目）接種を完了し、次の全ての条件を満たす方（要

予約） 

     ○18歳以上である。 

○自治体から送付された 3 回目、4回目又は 5 回目の接種券が手元にある。 

○前回の接種から 3か月以上経過している。 

※ オミクロン株対応ワクチンの接種は、現時点で 1人 1回とされています。 
 

・予約方法：Webサイト予約、LINE予約及びコールセンター（電話）予約 
 

 （問い合わせ・予約先） 

自衛隊 大阪大規模接種会場コールセンター    8時～18時（毎日） 

 一般:   0120-296-567 

 English:  0120-891-860 

 副反応※: 0120-170-815 
       ※問い合わせのみ 
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 詳細は、下記サイト(自衛隊大阪大規模接種会場(北浜会場)について)参照 

https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/covid/covid_inosaka.html 

 

〇 大阪府のコロナワクチン接種センター 

・会場 

  大阪府 心斎橋接種センター（心斎橋 SC※旧名称：大阪心斎橋 8953ビル） 
 

・使用ワクチン 

スパイクバックス筋注(2価：起源株/オミクロン株 BA.1)  
 

    ・対象者 

以下①～⑤の条件を全て満たす方 

① 大阪府内に住民票のある方 

② 市町村が発行する追加接種（3 回目、4回目又は 5 回目接種）用接種券をお持ち

の方 

③ 接種日時点で満 18歳以上の方 

④ 前回のワクチン接種が完了した日から 3か月以上経過した方 
※ 前回接種が１回目の方は対象外となります。 

⑤ オミクロン株対応ワクチンの接種を希望される方 
※ オミクロン株対応ワクチンの接種は、現時点で 1人 1回とされています。 

 

・予約方法 

インターネット 
        

・会場開設期間 

   終了時期未定 

  

   問い合わせ先 

 

大阪府 心斎橋接種センターの専用コールセンター 

TEL：06-6226-8180 全日 8:30～20:30 

   詳細は、下記サイト（大阪府心斎橋接種センター）参照 

   https://osaka-mvc.com/ 

 

 

≪新型コロナワクチン接種証明書≫ 

予防接種法に基づく新型コロナワクチンを接種済みの方が、渡航先への入国時や、

日本への入国後・帰国後に待機期間の緩和措置を受ける場合や、日本国内において行

動制限の緩和等の措置を受ける場合など、様々なシーンで活用できるよう、新型コロ

ナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。  
 

（注）令和 3年 12月 20日より、申請の必要条件から「海外渡航に関する場合」で

あることが撤廃され、日本国内用の接種証明書の交付が可能となりました。 
   

【申請先】 

 １．書面での交付（コンビニ交付を除く）の場合 

   市町村の窓口（郵送申請・電子申請を含む）への申請となります。 
 

 ２．電子（スマートフォン）での交付の場合 

   スマートフォン上の専用アプリでの申請となります。 

アプリのダウンロード方法や申請手順の詳細は以下をご確認ください。 
 

https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/covid/covid_inosaka.html
https://osaka-mvc.com/
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   【デジタル庁ウェブサイト：新型コロナワクチン接種証明書アプリ】 

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 

３．コンビニ交付の場合 

対象のコンビニエンスストア等店舗内の端末での申請となります。 
 

（厚生労働省 接種証明書のページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html 

 

接種証明書の一般的・制度的事柄に関する質問は、「厚生労働省新型コロナウイル

スワクチンコールセンター」（前述。国内からは、電話 0120-761770、FAX03-3581-

6251、海外からは、電話(+81)50-3734-0348〔令和 4年 4月 1日より〕）にお問合せく

ださい。 

  

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html
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 ≪生活資金に関する相談≫ 

４ 生活福祉資金貸付に関する相談窓口 

 

申請受付は令和 4年 9月 30日で終了となりました。 
 

 

問合せ先は、下記のとおり 

 

≪厚生労働省・大阪府社会福祉協議会（一般的な問合せ窓口）≫ 

区分  名  称 電話番号 対応曜日・時間 

厚生労働省 
個人向け緊急小口資金・総

合支援資金相談コールセンター 
0120-46-1999 平日 9:00～17:00 

大阪府社会

福祉協議会 

コロナ特例貸付 

事務センター 
0570-078-006 平日 9:00～17:00 

 

≪大阪府内の市区町村社会福祉協議会 相談窓口（申請窓口）≫ 

社協名 電話番号 社協名 電話番号 

大阪市北区社協 06-6313-5566 大阪市都島区社協 06-6929-9500 

大阪市福島区社協 06-6454-6330 大阪市此花区社協 06-6462-1224 

大阪市中央区社協 06-6763-8139 大阪市西区社協 06-6539-8075 

大阪市港区社協 06-6575-1212 大阪市大正区社協 06-6555-5760  
大阪市天王寺区社協 06-6774-3377 大阪市浪速区社協 06-6636-6027 

大阪市西淀川区社協 06-6478-2941 大阪市東淀川区社協 06-6370-1630 

大阪市東成区社協 06-6977-7090   大阪市生野区社協 06-6712-3101 

大阪市旭区社協 06-6957-2200 大阪市城東区社協 06-6936-1151   
大阪市阿倍野区社協 06-6628-1212 大阪市住吉区社協 06-6615-8172   
大阪市東住吉区社協 06-6622-9075   大阪市西成区社協 06-6656-0080 

大阪市淀川区社協 06-6394-2900 大阪市鶴見区社協 06-6913-7030 

大阪市住之江区社協 06-6686-2234 大阪市平野区社協 06-6777-7085 

堺市社協 072-222-7666 岸和田市社協 072-437-8854 

豊中市社協 06-6848-1313 池田市社協 072-751-0421 

吹田市社協 06-6339-1205 泉大津市社協 0725-23-1393 

高槻市社協 072-674-7496 貝塚市社協 072-439-0294 

守口市社協 06-6992-2715 枚方市社協 072-844-2443 

茨木市社協 072-627-0033 八尾市社協 072-991-1161 

泉佐野市社協 072-464-2259 富田林市社協 0721-25-8200 

寝屋川市社協 072-812-2040 河内長野市社協 0721-65-0133 

松原市社協 072-333-0294 大東市社協 072-874-1082 

和泉市社協 0725-43-7513 箕面市社協 072-727-9515 

柏原市社協 072-972-6786 羽曳野市社協 072-958-2315 

門真市社協 06-6902-6453 摂津市社協 06-4860-6460 

高石市社協 072-261-3656 藤井寺市社協 072-938-8220 

東大阪市社協 06-6789-7201 泉南市社協 072-482-1027 
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四條畷市社協 072-878-1210 交野市社協 072-895-1185 

大阪狭山市社協 072-367-1761 阪南市社協 080-5710-5566 

島本町社協 075-962-5417 豊能町社協 072-738-5370 

能勢町社協 072-734-0770 忠岡町社協 0725-31-1666 

熊取町社協 072-452-6001 田尻町社協 072-466-5015 

岬町社協 072-492-0633 太子町社協 0721-98-1311 

河南町社協 0721-93-6299 千早赤阪村社協 0721-72-0294 
 
 

５ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金に関する相談窓口 

厚生労働省は、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 
 

〔支援金の概要〕 

  緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付の利用が終了した世帯や、再

貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支

援金」を支給 

 ⑴ 対象者 

緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯（注）で、以下の要件を満たすもの 
（注）・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯／令和 4年 3月までに借り終わる世帯 

・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯 

・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯 

＜令和 4年 1月以降は以下も対象＞ 

・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯／令和 4 年 12 月末

日までに借り終わる世帯（再貸付を利用中の場合を除く。） 

 ① 収入要件 

    収入がⅰⅱの合算額を超えないこと（月額） 

ⅰ 市町村民税均等割非課税額の 1／12 

ⅱ 生活保護の住宅扶助基準額 

② 資産要件 

     預貯金がⅰの 6倍以下であること（ただし 100 万円以下）  

③ 求職等要件 

     以下のいずれかの要件を満たすこと 

 ・ハローワークか地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、

誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 

  ・就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合に

は、生活保護の申請を行うこと 
 

⑵ 支給額（月額） 

  単身世帯：6万円、2人世帯：8万円、3人以上世帯：10万円 

※ 住居確保給付金との併給が可能 
 

⑶ 支給期間 

  令和 3年 7月以降の申請月から 3か月 
 

⑷ 申請期限 

  令和 4年 12月末日 

⑸  申請先 

お住まいの市町村 

(ただし、以下の町村は、次のとおり) 

  豊能町、能勢町・・・大阪府池田子ども家庭センター 
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  太子町、河南町、千早赤阪村・・・大阪府富田林子ども家庭センター 

  忠岡町、熊取町、田尻町、岬町・・・大阪府岸和田子ども家庭センター 
 

【相談窓口】 

≪厚生労働省≫ 

 名  称 電話番号 対応曜日・時間 

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 平日 9:00～17:00 

ホームページ：https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html 
 
 

６ 住居確保給付金（家賃給付）に関する相談窓口 

住居確保給付金は、住居を失うおそれがある方に対して、就職に向けた活動をする

などを条件に、一定期間家賃相当額を自治体から支給する制度（原則 3か月間（延長

は 2回まで最大 9か月間）、1か月単位の支給で、市役所等から家主へ直接支払うも

の）であり、相談窓口は下表のとおり 
※ 3 か月間の再支給の申請期間が令和 4 年 12 月末日までに延長予定 

 

 

【相談窓口】 

≪厚生労働省≫ 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

住居確保給付金相談 

コールセンター 
0120-23-5572 平日 9:00～17:00 

 

≪大阪府内の市区町村≫ 

市区町村名 電話番号 市区町村名 電話番号 

大阪市北区 06-6809-2814 大阪市都島区 06-4800-4800 

大阪市福島区 06-6468-6340 大阪市此花区 06-6466-9530 

大阪市中央区 06-7507-1487 大阪市西区 06-6538-6400 

大阪市港区 06-6576-9897 大阪市大正区 06-4394-9925 

大阪市天王寺区 06-6774-9937 大阪市浪速区 06-6536-8861 

大阪市西淀川区 06-6471-8222 大阪市東淀川区 06-6320-0231 

大阪市東成区 06-6977-9126 大阪市生野区 06-6717-6565 

大阪市旭区 06-6953-2380 大阪市城東区 06-6936-1181 

大阪市阿倍野区 06-6622-9795 大阪市住吉区 06-6654-7763 

大阪市東住吉区 06-6621-3011 大阪市西成区 06-6115-8070 

大阪市淀川区 06-6195-7851 大阪市鶴見区 06-6913-7060 

大阪市住之江区 06-6682-9824 大阪市平野区 06-6700-9250 

堺市（社協） 072-225-5659 岸和田市 072-423-9141 

豊中市 06-6858-5075 池田市 072-752-1316 

吹田市（社協） 06-6384-1350 泉大津市（社協） 0725-33-9254 

高槻市 072-674-7767 貝塚市 072-433-7085 

守口市 
0800-200-8011 

06-6998-4510 
枚方市 072-841-1401 

茨木市 072-655-2752 八尾市（社協） 072-924-3761 

https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html
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泉
佐
野
市 

包括支援センターしんいけ 072-464-2366 富田林市(社協) 0721-25-1000 

佐野中圏域包括支援センター泉ヶ丘園 072-468-8103 河内長野市 0721-53-1111 

第三中圏域包括支援センターホライズン 072-458-0088 大東市（社協） 072-870-9664 

長南中圏域包括支援センターラポート 072-490-2031 箕面市（社協） 072-727-9515 

日根野中圏域包括支援センターいぬなき  072-468-1170 羽曳野市（社協） 072-958-2315 

寝屋川市（社協） 072-812-2040 摂津市 06-6170-1280 

松原市 072-334-1550 藤井寺市 072-939-1107 

和泉市 0725-99-8100 泉南市（ここサポ泉南） 0120-968-141 

柏原市 072-972-1507 交野市（社協） 072-895-1185 

門真市（社協） 06-6902-6453 阪南市（社協） 072-447-5301 

高石市 072-275-6284 四條畷市（社協） 072-877-1481 

東大阪市 06-6748-0102 大阪狭山市（社協） 072-368-9955 

島本町（社協） 
0120-87-5417 

075-962-5417 
太子町 河南町 
千早赤阪村 
(大阪府富田林子ども家庭センター） 

0721-25-1131 

能勢町 豊能町 

（大阪府池田子ども家庭センター） 
072-752-6287 岬町 田尻町 

熊取町 忠岡町 
(大阪府岸和田子ども家庭センター) 

072-430-4321 

 

 

７ 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に関す

る相談窓口 

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帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、

特別給付金を支給 

〔給付金の概要〕 

⑴ 支給対象者 

① 児童扶養手当受給者等（低所得のひとり親世帯） 

② ①以外の令和４年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯（その他低所得の

子育て世帯） 

※ ②の対象となる児童の範囲は①と同じ（18歳に達する日以後の最初の３月 31

日までの間にある児童（障害児の場合は 20歳未満）） 

⑵ 給付額 

 児童一人当たり一律５万円 

⑶ 実施主体 

① 低所得のひとり親世帯：都道府県、市(特別区を含む)及び福祉事務所設置町村 

② その他低所得の子育て世帯：市町村（特別区を含む） 

⑷ 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、可能

な限り６月までに支給（申請不要） 

※ 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（要申請） 

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（例：高校生のみ養育世帯）や直近で収入が減収した世帯等に
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ついても、可能な限り速やかに支給（要申請） 

 

【相談窓口】 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

厚生労働省コールセンター 
0120-400-903 平日 9:00～18:00 

FAX 0120-300-466 全日 24時間 

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 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html 
 
 

８ 子育て世帯への臨時特別給付に関する相談窓口 

※ 多くの市町村では、給付を終了しています。 

 

詳しくは、各市町村にお問い合わせください。 

（巻末に、参考資料（大阪府内の市区町村電話番号一覧）を掲載しています。） 

なお、内閣府は、下記の問い合わせ窓口を設置しています。 

（令和 4年 10月 31日まで） 

電話番号 対応曜日・時間 

0120-526-145 平日 9:00～20:00 

 

〔給付金の概要〕  

■ 新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、子育て世

帯については、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、児童

を養育している者の年収が 960万円以上（注 1）の世帯を除き、0歳から高校 3年生

までの子どもたち（注 2）に一人当たり 10万円相当の給付を実施 
 

（注 1）扶養親族等が児童 2 人と年収 103万円以下の配偶者の場合の目安 

（注 2）平成 15年 4月 2日から令和 4年 3 月 31日までの間に出生した児童 
 

■ 自治体が地域の実情に応じて以下から選択し、実施 

① 先行給付金(5万円）と追加給付金(5万円）の組合せ 

② 先行給付金(5万円）とクーポン給付(5万円相当）の組合せ 

③  一括括給付金(10万円） 
 

■ 離婚等したことにより給付金を受け取れていない方向けの支援給付金（10 万円限

度）を支給 
 

〔給付時期〕 

〇 5万円の先行給付金：中学生以下の子供については、予備費を措置し、令和 3年内

に支給を開始。高校生等についても可能な限り速やかに支給

を開始 

〇 5万円相当の追加給付（次のいずれか） 

  ・5万円の追加給付金：地域の実清に応じ、適切な時期に支給を開始 
            （先行給付金及び追加給付金を一括して支給することも可）    

・5 万円相当のクーポン給付：令和 4 年春の卒業・入学・新学期に向けた適切な時       

期に支給を開始 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25614.html
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〔実施主体〕 

  市町村 

     

 

９ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関する相談窓口 

 

※ 多くの市町村では、給付を終了しています。 

 

詳しくは、各市町村にお問い合わせください。 

（巻末に、参考資料（大阪府内の市区町村電話番号一覧）を掲載しています。） 
 

 

なお、内閣府は、下記の問い合わせ窓口を設置 

電話番号 対応曜日・時間 

0120-526-145 平日 9:00～20:00 

 

〔給付金の概要〕  

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、

速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世

帯当たり 10万円の現金を「プッシュ型」で給付 

 

 

10 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関する相談窓口 

 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）に対して、1世帯当たり 5万円の給付金を支給 

 

〔対象者〕 

① 基準日（令和 4年 9月 30日）において令和 4年度の住民税均等割が非課税の世帯 

② 予期せず（新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合を含む。）家計が急変し

たことで収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当※となった世帯(家計急変世

帯) 

※ 住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額（令和 4年 1月から 12月ま

での任意の１か月収入×12倍）が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指しま

す。（適用される限度額は、市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村にお問

い合わせ下さい。） 

〔給付額〕 

 1世帯当たり 5万円 

〔給付時期〕 

 市区町村により異なります。 

※ 市区町村が確認書(または申請書)を受理した後、記載漏れがないか等の確認に、一定期間

が必要です。 

〔実施主体〕 

 市町村 
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〔給付手続〕 

① 令和 4年度住民税非課税世帯： 

ⅰ 世帯の全ての方が、令和 4年 1月 1日以前から現住所にお住まいの場合 

・ 対象となる世帯には、市区町村から、給付内容や確認事項が書かれた確認

書等が届きます。 

・ 中身を確認して、市区町村に返送※してください。 

※ 返送が不要の場合もありますので、市区町村から届いた通知の指示に従ってくださ

い 

ⅱ 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 

・ 給付金を受け取るには、申請が必要です。 

・ 申請書に必要事項を記入して、添付書類とともにお住まいの市区町村の窓

口に、直接または郵送でご提出ください 

② 家計急変世帯 

・ 給付金を受け取るには、申請が必要です。 

・ 申請書に必要事項を記入して、添付書類とともにお住まいの市区町村の窓口に、

直接または郵送でご提出ください 

 

詳しくは、各市町村（巻末に、参考資料（大阪府内の市区町村電話番号一覧）を掲

載しています。）又は内閣府の次の窓口にお問い合わせください。 

 

≪内閣府の問い合わせ窓口≫ 

電話番号 対応曜日・時間 

0120-526-145 平日 9:00～20:00 

 

  



21 目次へ戻る 

≪事業者・労働者支援に関する相談≫ 

11 中小法人・個人事業者のための「月次支援金」、「一時支援金」に関する相談窓口 

 

【中小企業庁 月次支援金・一時支援金】 

申請受付は終了しました。 
 

問合せ先（返還に関する相談・受付を含む。）は、下記のとおり 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

月次支援金/一時支援金 

 コールセンター 

0120-211-240 

IP電話等:024-572-5358 

全日 8:30～19:00 

（年末年始を除く） 

 月次支援金ホームページ  https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html 

 一時支援金ホームページ   https://ichijishienkin.go.jp/ichijishienkin/index.html 

 

【大阪府 酒類販売事業者支援金】 

  申請受付は終了しました。 
        

問合せ先は、下記のとおり 

名  称 電話番号 

大阪府 環境農林水産部 流通対策室  

産業連携グループ 
06-6210-9606 

 

【大阪府 一時支援金】 

申請受付は終了しました。 
 

問い合わせ先は、下記のとおり 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

大阪府 商工労働部 中小企業支援室 

経営支援課 
06-6210-9488 平日 9:30～17:30 

 大阪府中小法人・個人事業者等に対する一時支援金のホームページ  

https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html 

 

  

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html
https://ichijishienkin.go.jp/ichijishienkin/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/ichiji/index.html
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12  事業復活支援金に関する相談窓口（中小企業庁） 

 

申請受付は終了しました。 

 

問い合わせ先は、下記のとおり 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

事業復活支援金事業  

コールセンター 

0120-789-140 

IP電話等:03-6834-7593 
全日 8:30～19:00 

事業復活支援金のホームページ：https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

 

 

13 持続化給付金・家賃支援給付金の返還に関する相談窓口（中小企業庁） 

持続化給付金及び家賃支援給付金の申請受付は終了していますが、誤って受給され

た方の返還に関する相談・受付を下記で実施 

名 称 電話番号 対応曜日・時間 

持続化給付金・家賃支援

給付金コールセンター 
0120-002-678（直通） 

日～金曜日（土曜日・祝日を除く） 

9:00～18:00 

 

 

14  テレワークに関する相談窓口 

厚生労働省は、テレワークに関する様々な情報をまとめた「テレワーク総合ポータ

ルサイト」を開設（https://telework.mhlw.go.jp/） 

相談窓口は、下記のとおり 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

テレワーク相談センター 0120-861009 
平日 9:00～17:00 

（年末年始を除く） 

※ オンラインによる無料コンサルティングも実施しており、詳細はホームページ（https://www.tw-sodan.jp/）を参照 

 

また、大阪府は、企業・労働者のワンストップ窓口として、「大阪府テレワークサ

ポートデスク」を開設（http://www.pref.osaka.lg.jp/rodokankyo/telework_support/index.html） 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 住 所 

大阪府テレワーク 

サポートデスク 
06-6946-2608 

平日 

 9:00～18:00  

（12:15～13:00 は除く） 

大阪市中央区石町 2-

5-3 

（エル・おおさか南館） 

 ※ オンラインによる相談も実施（上記サイト参照） 

 

 

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
https://telework.mhlw.go.jp/
https://www.tw-sodan.jp/
http://www.pref.osaka.lg.jp/rodokankyo/telework_support/index.html
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15  特措法に基づく要請等に関する相談窓口（大阪府） 

大阪府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（特措法）に基づく要請等にかか

る府民や事業者からの問い合わせに対応するため、コールセンターを設置 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

特措法に基づく要請等コールセンター 06-6131-6408 平日 9:30～17:30 
 

 

令和 4年 10月 12日以降の要請について(大阪府ホームページ) 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/yousei20221012-.html 
 

過去の要請等の内容(大阪府ホームページ) 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/kinkyuzitai-yousei/index.html 
 

また、大阪府は、飲食店における感染防止対策のさらなる促進や府民が安心して利

用できる環境整備につながる、新たな認証制度「感染防止認証ゴールドステッカー」

を創設（運用開始：令和 3年 6月 16日） 

対象は、飲食店（宅配、テイクアウト、フードコート※は除く）で、問い合わせに

対応するため、下記コールセンターを設置 
※ フードコートは、各店舗において共有スペースの管理ができないため対象外としているが、施設

管理者と各店舗が一体となって感染防止対策に取り組むことにより認証基準を全て満たす場合は、

申請可能 

 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

感染防止認証ゴールドステッカー等 

コールセンター 
06-6131-6280 平日 9:30～17:30 

感染防止認証ゴールドステッカーについて（大阪府ホームページ） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/gold-sticker/index.html 

 

 

16  大阪府営業時間短縮協力金等に関する相談窓口 

大阪府は、営業時間短縮要請等に全面的に協力した飲食店等に対し、協力金を支給

しており、コールセンターを開設 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

第 10期及び第 11期協力金に関するコールセンター 06-6615-8514 平日 9:00～18:00 
 

〇 第 1期 大阪府営業時間短縮協力金(大阪府全域)⇒ 申請受付終了 

（時短要請期間：令和 3年 1月 14日～2月 7日） 
 

〇 第 2期 大阪府営業時間短縮協力金(大阪府全域)⇒ 申請受付終了 

（時短要請期間：令和 3年 2月 8日～2月 28日） 
 

〇 第 3期 大阪府営業時間短縮協力金(大阪市内) ⇒ 申請受付終了 

（時短要請期間：令和 3年 3月 1日～4月 4日） 
    

〇 第 4期 大阪府営業時間短縮協力金(大阪市内の飲食店等)⇒ 申請受付終了 

         (大阪府まん延防止等重点措置区域協力金) 

（時短要請期間：令和 3年 4月 5日～4月 24日） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/yousei20221012-.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/kinkyuzitai-yousei/index.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/gold-sticker/index.html
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〇 第 4期 大阪府営業時間短縮協力金(大阪市外の飲食店等)⇒ 申請受付終了 

（時短要請期間：令和 3年 4月 1日～4月 24日） 
 

〇 第 5期 大阪府営業時間短縮等協力金(大阪府全域の飲食店等)⇒ 申請受付終了 

（時短・休業要請期間：令和 3年 4月 25日～5月 31日） 
 

〇 第 6期 大阪府営業時間短縮等協力金(大阪府全域の飲食店等)⇒ 申請受付終了 

（時短・休業要請期間：令和 3年 6月 1日～6月 20日） 
 

〇 第 7期早期給付 大阪府営業時間短縮協力金(大阪府全域の飲食店等)⇒申請受付終了 

（時短要請期間：令和 3年 7月 12日～8月 22日） 
 

〇 第 7期 大阪府営業時間短縮等協力金(大阪府全域の飲食店等)⇒ 申請受付終了 

（時短要請期間：令和 3年 6月 21日～8月 31日） 
 

〇 第 8期 大阪府営業時間短縮等協力金(大阪府全域の飲食店等)⇒ 申請受付終了 

（時短要請期間：令和 3年 9月 1日～9月 30日）        (早期給付分含む) 
 

〇 第 9期 大阪府営業時間短縮等協力金(大阪府全域の飲食店等) ⇒ 申請受付終了 

（時短要請期間：令和 3年 10月 1日～10月 24日） 
 

〇 第 10期 大阪府営業時間短縮協力金(大阪府全域の飲食店等) ⇒ 申請受付終了 

（時短要請期間：令和 4年 1月 27日～3月 6日） 
 

〇 第 11期 大阪府営業時間短縮協力金(大阪府全域の飲食店等)⇒ 申請受付終了                           

（時短要請期間：令和 4年 3月 7日～3月 21日） 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

□ 第 1期 大規模施設等協力金(大阪府全域の大規模施設等)⇒ 申請受付終了 

（措置期間：令和 3年 4月 25日～5月 31日） 
 

□ 第 2期 大規模施設等協力金 ⇒ 申請受付終了 

（措置期間：令和 3年 6月 1日～6月 20日  大阪府全域の大規模施設等） 

（措置期間：令和 3年 6月 21日～7月 11日 大阪府内 33市の大規模施設等） 
 

□ 第 3期 大規模施設等協力金 ⇒ 申請受付終了 

（措置期間：令和 3年 7月 12日～8月 1日 大阪府内 33市の大規模施設等） 

（措置期間：令和 3年 8月 2日～8月 31日 大阪府全域の大規模施設等） 
 

□ 第 4期 大規模施設等協力金(大阪府全域の大規模施設等)⇒ 申請受付終了 

（措置期間：令和 3年 9月 1日～9月 30日） 

  

※ 最新の情報は、下記ホームページで確認してください。 

大阪府営業時間短縮協力金トップページ：https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyouryokukin_portal/index.html 
 

 

17  大阪府雇用促進支援金に関する相談窓口 

大阪府は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大阪府内の雇用情勢が悪化

している状況において、事業主による労働者の雇用の促進を図り、もって失業者の早

期の就業に資するため、求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主(※)に対し、

雇用等に要する費用を支援する、「大阪府雇用促進支援金」を支給 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyouryokukin_portal/index.html
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 ※ 事業主とは、法人、個人事業主等又は法人格のない任意団体をいいます。 

〔申請期限〕 

 令和 3年 12月 1日～令和 4年 3月 31日の雇入れ⇒ 申請受付終了 

 令和 4年 4月 1日～令和 4年 6月 30日の雇入れ⇒ 令和 4年 11月 30日(ｵﾝﾗｲﾝ申請) 

令和 4年 7月 1日～令和 4年 9月 30日の雇入れ⇒ 令和 5年 1月 31日(ｵﾝﾗｲﾝ申請) 
 

問合せ先は、下記のとおり 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

大阪府雇用促進支援金事務局 06-4794-7050 平日 9:00～18:00 

大阪府雇用促進支援金について（大阪府ホームページ） https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html  
 

 

18  中小・小規模事業者相談窓口(経営相談、融資相談、輸出入関連相談等) 

新型コロナウイルスの流行により、幅広い中小企業等への経営面、資金面への影響

が懸念されることから、大阪府内では、下記のとおり中小企業・小規模事業者向け相

談窓口を開設 

（参考） 

大阪府の制度融資：新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金 

         新型コロナウイルス感染症対応緊急資金 

         新型コロナウイルス感染症経営改善サポート資金(令和 4年度新規) 

問合せ先：大阪府商工労働部中小企業支援室金融課 制度融資グループ   06-6210-9507、9508 

 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 住  所 

大阪商工会議所 

 

経営相談室 
06-6944-6471 

平日 9:00～12:00 

  13:00～17:15 

大阪市中央区本町橋２－８ 

北支部 
06-6130-5112 

大阪市北区西天満５－１－１ 

東支部 
06-6358-6111 

大阪市都島区東野田町４－６－２２ 

中央支部 
06-6944-6433 

大阪市中央区本町橋２－８ 

西支部 
06-6539-1666 

大阪市西区立売堀４－２－２１ 

南支部 
06-6771-2211 

大阪市天王寺区堀越町１３－１８ 

府内商工会議所    

 

池田 072-751-3344 平日 9:00～17:30 池田市城南 1-1-1 

箕面 072-721-1300 平日 9:00～17:30 箕面市西小路 3-2-30 

豊中 06-6845-8004 
平日 9:00～18:30 

※ 当面の期間 
豊中市岡町北 1-1-2 

高槻 072-675-0484 平日 9:00～17:15 高槻市大手町 3-46 

茨木 072-622-6631 平日 9:00～17:15 茨木市岩倉町 2-150 

吹田 06-6330-8001 平日 9:00～17:15 吹田市泉町 2-17-4 

北大阪 072-843-5154 平日 9:00～17:00 枚方市車塚 1-1-1 

https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/koyoushienkin/index.html
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守口門真 06-6909-3303 平日 9:00～17:00 門真市殿島町 6-4 

大東 072-871-6511 平日 9:00～17:15 大東市曙町 3-26 

東大阪   
06-6722-1151 

平日 9:00～17:30 東大阪市永和 2-1-1 
(東支所)072-984-1151 

八尾 072-922-1181 平日 9:00～17:15 八尾市清水町 1-1-6 

松原 072-331-0291 平日 9:00～17:30 松原市阿保 1-2-30 

堺 072-258-5581 平日 9:00～17:15 堺市北区長曽根町 130-23 

高石 072-264-1888 平日 9:00～17:00 高石市綾園 2-6-10 

和泉 0725-53-0320 平日 9:00～17:15 和泉市テクノステージ 3-1-10 

泉大津 0725-23-1111 平日 8:45～17:45 泉大津市田中町 10-7 

岸和田 072-439-5023 平日 9:00～17:15 岸和田市別所町 3-13-26 

貝塚 072-432-1101 平日 8:45～17:15 貝塚市二色南町 4-7 

泉佐野 072-462-3128 平日 9:00～17:00 泉佐野市市場西 3-2-34 

大阪府商工会連合

会 
06-6947-4340 

平日 

10:00～16:00 
大阪市中央区本町橋 2-5 

府内商工会    

 

忠岡町 0725-33-3208 平日 9:00～17:00 泉北郡忠岡町忠岡中 1-1-23 

柏原市 072-972-0881 平日 9:00～17:00 柏原市上市 1-2-2 

河内長野市 0721-53-9900 平日 9:00～18:00 河内長野市昭栄町 7-3 

藤井寺市 072-939-7047 平日 9:00～17:30 藤井寺市岡 1-2-16 

摂津市 06-6318-2800 平日 9:00～17:15 摂津市南千里丘 4-35-3F 

富田林 0721-25-1101 平日 9:00～18:00 富田林市粟ケ池町 2969-5 

島本町 075-962-5112 平日 10:00～17:00 三島郡島本町百山 4-1 

羽曳野市 072-958-2331 平日 9:00～17:15 羽曳野市軽里 1-1-1 

阪南市 072-473-2100 平日 9:00～16:30 阪南市尾崎町 35-4 

岬  町 072-492-3311 

平日 9:00～17:15 
※ 要事前予約 

平日 17:15～20:00 
※ 事前予約があった場合のみ 

泉南郡岬町深日 746-748 

能勢町 072-734-0460 平日 9:00～17:00 豊能郡能勢町大里 142 

大阪狭山市 072-365-3194 平日 9:00～17:00 大阪狭山市今熊 1-540-3 

四條畷市 072-879-1656 平日 9:00～17:00 四條畷市中野 3-5-23 

泉南市 072-483-6365 平日 9:10～17:15 泉南市りんくう南浜 2-5 

豊能町 072-739-1647 平日 9:00～17:00 豊能郡豊能町余野 1008 

熊取町 072-453-8181 平日 9:00～17:00 泉南郡熊取町野田 2-9-20 

大阪府よろず支援 

拠点（公益財団法 

人大阪産業局） 

06-4708-7045 

平日 9:30～17:30 

来訪相談又はｵﾝﾗｲﾝ相談 
※  Web 上の申込みフォームから要予約 

※ 令和４年４月から電話相談取りやめ 

（ホームページ） 
https://www.yorozu-osaka.jp/ 

大阪市中央区本町 1-

4-5 大阪産業創造館 2

階 

大阪信用保証協会 

 

本店 

06-6131-7321 

平日 9:00～17:30 大阪市北区梅田 3-3-

20明治安田生命大阪 

梅田ビル 4～7・9階 

土日祝日 9:00～17:00 

（電話相談のみ） 

 本店（サポートオフィス） 06-6260-1730 平日 9:00～17:30 
大阪市中央区本町 

1-4-5 大阪産業創造館 10階 

https://www.yorozu-osaka.jp/
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堺支店 072-223-3011 堺市堺区住吉橋 1-4-15 

東大阪支店 06-6781-9511 東大阪市御厨中 2-1-1 

門真支店 06-6906-2511 門真市新橋町 34-21 

千里支店 06-6835-3005 豊中市新千里東町 1-2-4 

大阪府中小企業団

体中央会 
06-6947-4370 平日 10:00～17:00 

大阪市中央区本町橋

2-5 マイドームおお

さか 6階 

 

【日本政策金融公庫】 

新型コロナウイルスの影響を受けた皆さまのご融資やご返済に関する相談 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

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時～19時まで承っております。 

※ 初めてお取引いただく方、お取引いただいている支店がご不明な方はこちらへおかけください。 

相談は、以下の支店でも承っております。 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 対  象 

大阪支店 
 (地域別) 

(営一)06-6314-7615 

(営二)06-6314-7810 

平日 9:00～17:00 中小企業 大阪西支店 06-4390-0366 

阿倍野支店 06-6623-2160 

堺支店 072-255-1261 

東大阪支店 06-6787-2661 

大阪支店 0570-065604 

平日 9:00～17:00 

個人企業 

小規模企業 

生活衛生関係事業主 

大阪西支店 0570-065446 

阿倍野支店 0570-065462 

玉出支店 0570-065986 

十三支店 0570-065530 

大阪南支店 0570-065596 

堺支店 0570-068698 

吹田支店 0570-068846 

守口支店 0570-068502 

泉佐野支店 0570-068829 

東大阪支店 0570-068663 

大阪支店 06-6131-0750 平日 9:00～17:00 農林漁業者等 

 

 

【商工組合中央金庫（商工中金）】 

新型コロナウイルスに関する特別相談窓口（全営業店で開設、0120-542-711）は、

令和 4年 9月 30日で終了しました。 

 

【中小企業基盤整備機構 (中小機構）】 
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新型コロナウイルスの影響を受けた、受けるおそれのある中小企業・小規模企業者

を対象に経営上の相談 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 住  所 

新型コロナウイル

スに関する経営相

談窓口 

近畿本部企業支

援部企業支援課 

06-6264-8613 

平日  9:00～17:00 

土日祝日 

9:00～17:00(電話相談のみ) 

大阪市中央区安

土町 2-3-13  

大阪国際ﾋﾞﾙ 27階 

 

【近畿経済産業局】 

新型コロナウイルスの影響を受けた、受けるおそれのある中小企業・小規模企業者

を対象に経営上の相談 

名  称 電話番号・FAX番号 対応曜日・時間 住  所 

新型コロナウイルス

感染症に関する経営

相談窓口 

産業部中小企業課 

(中小企業相談室) 

06-6966-6024 

FAX:06-6966-6083 

平日 9:00～17:00 

大阪市中央

区大手前 1-

5-44 

（注）当面の間、来庁によるご相談はお控えいただき、原則、電話による相談とさせていただき

ます。また、やむなく来庁される場合は、事前予約をお取り下さい。 

 

【経済産業省(本省等)】 

〈問合せ窓口（電話・電子メール）〉 

※  電話対応体制が限られていますので、極力、電子メールでのお問い合わせにご協力ください。 

※  電話対応曜日・時間：平日 9:30～17:00（12:00～13:00を除く） 
 

◇本省 

担当課室 問合せ内容 電話番号 電子メール 

貿易審査課 

下記以外の貨物関

連（輸出入承認）、

関税割当 

03-3501-1659 Boushin＠meti.go.jp 

野生動植物貿

易審査室 

ワシントン条約関

連（輸出入承認） 
03-3501-1723 cites-shinsa@meti.go.jp 

農水産室 
農水産物関連（輸出

入承認、輸入割当） 
03-3501-0532 nousuisan@meti.go.jp  

安全保障貿易

審査課 

安全保障関連貨物・

技術関連（輸出/取

引許可） 

03-3501-2801 

qqfcbf@meti.go.jp （ﾘｽﾄ規制） 

anposhinsa-catchall@meti.go.jp 

 （ｷｬｯﾁｵｰﾙ規制） 

電子化・効率

化推進室 

電子申請関連 

(NACCSシステム

(外為法関連業務)) 

03-3501-0953 qqfcbj@meti.go.jp 

原産地証明室 特定原産地証明書 03-3501-0539 gensanti-syoumei@meti.go.jp 

 

◇近畿経済産業局 

担当課室 問合せ内容 電話番号 電子メール 

通商部通商課 

輸出許可、輸出承

認、輸入承認又は関

税割当 

06-6966-6034 kinki-tsusho@meti.go.jp 
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19 新型コロナウイルスに係る農林水産省相談窓口 

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、各地方農政局等に相談窓口を開設 

名  称 電話番号・FAX番号 対応曜日・時間 

近畿農政局相談窓口 

（企画調整室） 

075-414-9036 

075-414-9037 

FAX:075-414-9060 

平日 9:00～17:00 

 

 

20 特別労働相談窓口（大阪労働局） 

大阪労働局では、新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口を開設 

 

1 雇用環境・均等部指導課 総合労働相談コーナー内 

相談内容 

・新型コロナ感染症の影響による一般的な労働相談 

・企業及び労働者からの特別休暇の導入に係る相談 

・特別休暇制度導入に係る企業訪問による就業規則の整備支援等の 

無料コンサルティング 

電話番号 
0120-939-009（フリーダイヤル） 

大阪府外及び携帯電話、IP電話等からは 06-7660-0072 

住  所 
〒540-8527 

大阪市中央区大手前 4-1-67（大阪合同庁舎第 2号館 8階） 

相談時間 9：00～17：00（月・水～金） 9：00～18：00（火） 

 

2 労働基準部監督課内 

相談内容 新型コロナ感染症の影響による法令違反に関する情報提供 

電話番号 06-6949-6490 

住  所 
〒540-8527 

大阪市中央区大手前 4-1-67（大阪合同庁舎第 2号館 9階） 

相談時間 8：30～17：15（月～金） 

 

3 職業安定部雇用保険課 助成金センター内 

相談内容 

新型コロナ感染症の影響による雇用調整助成金に関する相談 

雇用調整助成金：労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向 

を行い,労働者の雇用の維持を図った場合に休業 

手当、賃金の一部を助成するもの 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html 

電話番号 

06-7669-8900 

 ※来局相談は完全予約制 

予約先：大阪労働局助成金センター 

    06-7669-8900（8：30～17：15（月～金）） 

住  所 〒540-0028大阪市中央区常盤町 1－3－8（中央大通 FNビル 9階） 

相談時間 8：30～17：15（月～金）  

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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4 大阪新卒応援ハローワーク「新卒者内定取消等特別相談窓口」 

相談内容 
新型コロナウイルスの影響により、内定取消・入職時期繰下げ等、

就職活動に影響が出ている学生・生徒に対する相談等 

電話番号 06-7709-9455 

住  所 〒530-0017大阪市北区角田町 8－47 阪急グランドビル 18階 

相談時間 10：00～18：30（月～金） 

 

 

5 雇用環境・均等部 企画課 助成金担当 

相談内容 

・両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）「新型コロナウイ

ルス感染症対応特例」に関する相談 

・両立支援等助成金（育児休業等支援コース）「新型コロナウイル

ス感染症対応特例」に関する相談 

・両立支援等助成金（新型コロナウイルス感染症に関する母性健康

管理措置による休暇取得支援コース）に関する相談 
 

助成金の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html  
 

電話番号 06-6941-4630 

住  所 
〒540-8527  

大阪市中央区大手前 4-1-67（大阪合同庁舎第 2号館 8階） 

相談時間 8：30～17：15（月～金） 

 

6 需給調整事業部「新型コロナウイルス感染拡大等に伴う労働者派遣契約の解除等

特別労働相談窓口」 

相談内容 労働者派遣法に関する相談および制度の説明 

電話番号 06-4790-6319 

住  所 〒540-0028大阪市中央区常盤町 1－3－8（中央大通 FNビル 14階） 

相談時間 8：30～17：15（月～金） 

 

 

21 産業雇用安定助成金に関する相談窓口（厚生労働省） 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小

を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元

と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成 
 

【相談窓口】 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コール

センター 
0120-603-999 全日 9：00～21：00 

産業雇用安定助成金のホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html  

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
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22 小学校休業等対応助成金・支援金に関する相談窓口 

厚生労働省では、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仕

事を休まざるを得ない保護者を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」

を再開。問合せ先は、下記のとおり 
 

【相談窓口】 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

小学校休業等対応助成金・支援金コールセン
ター 

0120-876-187 全日 9：00～21：00 

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓
口（大阪労働局）※ 令和 5年 2 月 28日まで 

06-6949-6494 平日 8：30～17：15 

小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓
口（大阪府）    ※ 令和 4年 11月 30 日まで 

06-6946-2600 
平日 10：00～12：15 
   13：00～17：00 

 

〔助成金・支援金の概要〕 

申 請 先 

（郵送） 

【助成金】本社所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部（室）  

【支援金】〒137-8691 新東京郵便局 私書箱 132号 学校等休業助成金・

支援金受付センター 

申請期限 

（注）令和 3 年 8 月 1 日～令和 4 年 6 月 30 日に取得した休暇についての申請受付は終了

（やむを得ない理由があると認められる場合は令和 5年 2月 28日まで申請可能） 

対象となる休暇の取得期間 申請期限 

令和 4年 7月 1日～9月 30日 令和 4年 11月 30日必着 

令和 4年 10月 1日～11月 30日 令和 5年 1月 31日必着 

支給対象

者 

・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、

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 【助成金】 

・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受け

て個人で仕事をする者 【支援金】 

対象とな

る子ども 

① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づ

き、臨時休業等をした小学校等（※）に通う子ども 
 ※ 小学校等：小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、

幼稚園、保育所、認定こども園等 

② ⅰ）～ⅲ）のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども 

  ⅰ）新型コロナウイルスに感染した子ども 

  ⅱ）風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども 

  ⅲ）医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染

した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども 

支 給 額 ・労働者を雇用する事業主の方：休暇中に支払った賃金相当額×10/10 
※ １日当たり、令和 4 年 7～9 月は 9,000 円、10～11 月は 8,355 円（申請の対象期
間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であ
った地域（以下「対象地域」）に事業所のある企業：令和 4年 7～9 月は 15,000円、
10～11月は 12,000 円）を支給上限 

・委託を受けて個人で仕事をする方：就業できなかった日について、1 日当た

り、令和 4 年 7～9 月は 4,500 円、10～11 月は 4,177 円（申請の対象期間中に

対象地域に住所を有する方：令和 4 年 7～9 月は 7,500 円、10～11 月は 6,000

円）（定額） 

そ の 他 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけな

い場合に、労働者が直接申請できることとする運用も開始 

ホームページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
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23 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する相談窓口 

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響によ

り休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に

対し、当該労働者の申請により、当該感染症対応休業支援金・給付金を支給。問合せ

窓口として「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」を

開設 

【相談窓口】 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

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 

土日祝日 8:30～17:15 

 
当該支援金・給付金の審査状況（大阪労働局のホームページ） 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/news_topics/topics/kyugyoshienkin.html  
 

【制度の概要】 

給 付 

対象者 

当該感染症及びそのまん延のための措置の影響により、 

ⅰ）令和 4 年 7 月 1 日から 11 月 30 までに事業主が休業させた中小企

業の労働者 

ⅱ）令和 4 年 7 月 1 日から 11 月 30 日までに事業主が休業させた大企

業のシフト労働者等のうち、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はない方

も対象） 

給付額 【算定方法】（休業前の１日当たり平均賃金× 80％）×（各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数）  

     ↑             ↑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請方法等 郵送・オンライン申請 ／ 申請者：労働者本人（事業主経由の申請も可能） 

申請期限  

休業した期間 申請期限(郵送の場合は必着) 

令和 4年 7月～9月 令和 4年 12月 31日 

令和 4年 10月～11月 令和 5年 2月 28日 

※ 既申請分の支給（不支給）決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切

れとなる方は、支給（不支給）決定が行われた日から 1か月以内に申請があ

れば、受付可能 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 

 

 

① 1日当たりの支給額（8,355円 ※が上限） 
 

※ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を

実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時

間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等

対策特別措置法施行令第 11 条に定める施設

（飲食店等）の労働者については、令和 4年 1

月 1日～9月 30日の期間において 11,000円、

10 月 1 日～11 月 30 日の期間において 8,800

円 

② 休業実績  
 

・1 日 8 時間から 3 時間の勤務になるな

ど、 時短営業等で勤務時間が減少した場

合でも、1日 4時間未満の就労であれば、

1/2日休業したものとして対象となる。 

・週 5回から週 3回の勤務になるなど、

月の一部分の休業も対象となる。（就労し

た日は休業実績から除く。） 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/news_topics/topics/kyugyoshienkin.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
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24 傷病手当金に関する相談窓口 

被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主か

ら報酬が受けられない場合、健康保険等から傷病手当金が支給されます。 

また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新

型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があ

ります。 

詳細については、加入する保険者にご相談ください。 
 

※ 業務に起因して感染したものであると認められる場合は、労災保険給付の対象  
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25 労働保険料の納付猶予等に関する相談窓口 

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、

労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があり、相談窓口は大阪労働局 

【相談窓口（申請窓口）】 

≪大阪労働局≫ 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 住所 

労働保険徴収課 06-4790-6330 平日 

8:30～17:15 

大阪市中央区常盤町

1-3-8 中央大通 FN

ビル 17階  労働保険事務組合担当 06-4790-6350 

 

【労働保険料等の納付猶予】 

対象要件 

当該感染症の発生に伴い、次のいずれかに該当する事実がある時

は、労働保険料等について「納付の猶予」を受けることが可能 

※ 原則として、担保の提供は不要（担保の提供が明らかに可能な場合を除く）  

・消毒作業等により 備品や棚卸資産に損害を受けたこと 

・事業主又はその生計を一にする親族が 当該感染症に罹患し、又

は負傷したこと 

・事業を廃止し、又は休業したこと 

・その事業につき著しい損失を受けたこと 

・上記に類する事実があった場合 

猶予等内容 

① 猶予された金額を猶予期間中に分割納付が可能 

② 猶予期間中の延滞金が免除 

③ 財産の差押えや換価(売却)が猶予 

申請期限 申請期限なし（猶予を受けようとする期間の前に申請） 
 

【労働保険料等の換価猶予】 

対象要件 

当該感染症の発生に伴い、労働保険料等の納付が困難となった場

合は、労働保険料等について「換価の猶予」を受けることが可能 

この猶予を受けるには、次の全ての要件に該当することが必要 

※ 原則として、担保の提供は不要（担保の提供が明らかに可能な場合を除く）  

・労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困

難にするおそれがあると認められること 

・労働保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること 

・納付すべき労働保険料等の納期限から 6 か月以内に申請されていること  

・換価の猶予を受けようとする労働保険料等より以前の滞納がないこと 

猶予等内容 

① 猶予された金額を猶予期間中の各月に分割して納付 

② 猶予期間中の延滞金が免除 

③ 必要があると認められる場合には 、事業の継続又は生活の維持

を困難にするおそれがある財産の差押えが猶予又は解除 

申請期限 納付困難となった労働保険料等の納期限から 6か月以内に申請 
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≪年金保険料・税金等の納付に関する相談≫ 

26 厚生年金保険料・国民年金保険料の納付に関する相談窓口 

新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料又は国民年金保険料を納

付することが困難な場合における日本年金機構（年金事務所）の相談窓口は下表のと

おり（国民年金保険料については市区町村でも受け付けている。市役所等の代表電話

番号等は参考資料（大阪府内の市区町村電話番号一覧）をご覧下さい。） 

 

【相談窓口】 

≪大阪府内の年金事務所≫ 

対応曜日・時間 

 

平日 8:30～17:15                    

年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施 

・時間延長 週初の開所日 17:15～19:00 

・週末相談 第 2 土曜日    9:30～16:00 

 

年 金 

事務所名 

管 轄 区 域 
電話番号 

厚生年金保険・健康保険 国民年金 船員保険 

天 満 
北区(淀川年金事務所管内の地域を
除く) 北区  06-6356-5511 

福 島 福島区 西淀川区 同左  06-6458-1855 

大手前 
都島区 中央区 浪速区  東成区  
生野区 旭区 城東区 鶴見区 

都島区 
中央区 

大阪府 06-6271-7301 

堀 江 西区 
西区  
大正区 

 06-6531-5241 

市 岡 此花区 港区 大正区 
此花区 
港区 

 06-6571-5031 

天王寺 
天王寺区 阿倍野区 富田林市  
河内長野市 松原市 羽曳野市  
藤井寺市 大阪狭山市 南河内郡 

同左  06-6772-7531 

平 野 東住吉区 平野区 同左  06-6705-0331 

難 波  浪速区  06-6633-1231 

玉 出 住吉区 西成区 住之江区 同左  06-6682-3311 

淀 川 

東淀川区 淀川区  

北区のうち 
大淀北一丁目～二丁目 
大淀中一丁目～五丁目 
大淀南一丁目～三丁目  
国分寺一丁目～二丁目 
天神橋七丁目～八丁目 
豊崎一丁目 ～七丁目 
中津一丁目 ～七丁目 
長柄中一丁目～三丁目 
長柄西一丁目～二丁目 
長柄東一丁目～三丁目 
本庄西一丁目～三丁目 
本庄東一丁目～三丁目 

東淀川区 
淀川区 

 06-6305-1881 

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/fukushima.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/otemae.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/horie.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/ichioka.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/tennoji.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/hirano.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/nanba.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/tamade.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/yodogawa.html
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今 里  
東成区 
生野区 

 06-6972-0161 

城 東  
旭区  
城東区  
鶴見区 

 06-6932-1161 

貝 塚 
貝塚市 岸和田市 泉佐野市 泉南市 
阪南市 泉南郡 

同左  072-431-1122 

堺 東 堺区 中区 東区 南区 北区 美原区 堺市  072-238-5101 

堺 西 
西区 泉大津市 和泉市 高石市  
泉北郡 

泉大津市 
和泉市 
高石市 
泉北郡 

 072-243-7900 

東大阪 東大阪市 同左  06-6722-6001 

八 尾 八尾市 柏原市 同左  072-996-7711 

吹 田 
吹田市 高槻市 茨木市 摂津市  
三島郡 同左  06-6821-2401 

豊 中 豊中市 池田市 箕面市 豊能郡 同左  06-6848-6831 

守 口 守口市 大東市 門真市 同左  06-6992-3031 

枚 方 枚方市 寝屋川市 四條畷市 交野市 同左  072-846-5011 

 

 

27 国税の納付猶予に関する相談窓口等 

〇 国税庁は、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

とが困難な者からの、猶予制度(※)に関する質問や相談を所轄の税務署（徴収担

当）で受け付けている。 

  ※ 猶予制度に関するホームページ   https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm 
 

 

【相談窓口】 

≪大阪府内の税務署≫ 

  開庁時間：平日 8:30～17:00 

税務署名 管轄区域 電話番号 

旭 都島区、旭区 06-6952-3201 

阿倍野 阿倍野区 06-6628-0221 

生野 生野区 06-6717-1231 

泉大津 泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡 0725-33-5601 

泉佐野市 泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡 072-462-3471 

茨木 高槻市、茨木市、三島郡 072-623-1131 

大阪福島 福島区、此花区 06-6448-1281 

大淀 北区（北税務署管内の地域を除く） 06-6372-7221 

門真 守口市、大東市、門真市、四条畷市 06-6909-0181 

岸和田 岸和田市、貝塚市 072-438-1341 

北 北区（大淀税務署管内の地域を除く） 06-6313-3371 

堺 堺市 072-238-5551 

城東 城東区、鶴見区 06-6932-1271 

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/imazato.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/joto.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/kaizuka.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/sakaihigashi.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/sakainishi.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/higashiosaka.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/yao.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/suita.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/toyonaka.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/moriguchi.html
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/osaka/hirakata.html
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
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税務署名 管轄区域 電話番号 

吹田 吹田市、摂津市 06-6330-3911 

住吉 住吉区、住之江区 06-6672-1321 

天王寺 天王寺区 06-6772-1281 

豊野 豊中市、池田市、箕面市、豊能郡 072-751-2441 

富田林 
富田林市、河内長野市、羽曳野市、 

藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡 
0721-24-3281 

浪速 浪速区 06-6632-1131 

西 西区 06-6583-4624 

西成 西成区 06-6659-5131 

西淀川 西淀川区 06-6472-1021 

東 中央区（南税務署管内の地域を除く） 06-6942-1101 

東大阪 東大阪市 06-6724-0001 

東住吉 東住吉区、平野区 06-6702-0001 

東成 東成区 06-6972-1331 

東淀川 東淀川区、淀川区 06-6303-1141 

枚方 枚方市、寝屋川市、交野市 072-844-9521 

港 港区、大正区 06-6572-3901 

南 中央区（東税務署管内の地域を除く） 06-6768-4881 

八尾 八尾市、松原市、柏原市 072-992-1251 

大阪府内税務署一覧(国税庁ホームページ) 

                        https : // w ww . nt a .g o .j p /a b o ut / org a n iz a ti o n/ o sa k a/ l oc a ti o n /o s aka . h t m 

 
 

  

https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/osaka.htm
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28 府民税の納付猶予と申告・納付期限の延長に関する相談窓口 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、府民税の納付猶予と申告・納付期限の延

長に関する相談窓口は下表のとおり 

 

【相談窓口（府税事務所）】 ※対応曜日・時間：平日 9:00～17:45 

府 税 

事務所名 

管轄区域 電話番号 

法人府民税 

法人事業税 

個人事業税 

不動産取得税 

自動車税 

(種別割) 

軽油引取税等 

(注参照) 

 

中 央 
大阪市

内全域 

大阪市(都島区 福島区 此花区 

      中央区 西区 港区 

大正区 旭区 西淀川区 

東成区 生野区 城東区 

鶴見区) 

 

 

  06-6941-7951 

なにわ北  
大阪市(北区 淀川区 

 東淀川区) 
 

大阪府

内全域 
06-6362-8611 

なにわ南 

 大阪市(天王寺区 浪速区 

住吉区 阿倍野区 

平野区 住之江区 

東住吉区 西成区） 

 

 

 

06-6775-1414 

三 島 吹田市 高槻市 茨木市 摂津市 島本町  072-627-1121 

豊 能 豊中市 池田市 箕面市 豊能町 能勢町  072-752-4111 

泉 北 堺市 泉大津市 和泉市 高石市 忠岡町  072-238-7221 

泉 南 
岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 

 熊取町 田尻町 岬町 
 

072-439-3601 

南河内 
富田林市 河内長野市 羽曳野市 太子町 

藤井寺市 大阪狭山市 河南町 千早赤阪村 
 

0721-25-1131 

中河内 八尾市 松原市 柏原市 東大阪市  06-6789-1221 

北河内 
守口市 枚方市 寝屋川市 大東市 門真市 

四條畷市 交野市 
 

072-844-1331 

（注）軽油引取税等：軽油引取税、利子等に係る府民税、特定配当等に係る府民税、特定株式等

譲渡所得金額に係る府民税、府たばこ税、ゴルフ場利用税、鉱区税 、狩猟税及び宿泊税 

    

【相談窓口（大阪自動車税事務所）】 

事務所名 自動車税(種別割)の管轄区域 電話番号 対応曜日・時間 

本  所 大阪市内全域 06-6775-1361 平日 9:00～17:45 

 

 

29 国民健康保険料等の減免・納付猶予に関する相談窓口 

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料（税）、後期高齢者医療

保険料又は介護保険料の納付に困っている場合の、保険料の減免・納付猶予に関す

る相談窓口は、住所地の市（区）役所又は町村役場の各保険担当窓口（代表電話番

号等は参考資料（大阪府内の市区町村電話番号一覧）に掲載） 
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≪電気料金等の支払いに関する相談≫ 

30 電気料金及びガス料金の支払期限の延長に係る申出窓口 

関西電力（株）及び大阪ガス（株）では、経済産業省からの要請を受け、電気料金

及びガス料金の支払期限の延長措置を実施 
 

会 社 名 延長措置の申出窓口 

関西電力 

電気料金   0800-777-8810 

ガス料金   0800-777-7109 

（受付時間：平日 9:00～18:00） 

大阪ガス 

電気・ガス料金   0120-078-071 

（受付時間：月～土は 9:00～19:00 

 日・祝日は 9:00～17:00)  

 

 

31 電話料金の支払期限の延長に関する相談窓口 

※ 電気通信事業者（代表的には、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモ、ソフトバンク、

ＫＤＤＩ）が実施していた料金の支払期限の延長措置は終了しました。 

 

32 ＮＨＫ受信料の支払に関する相談窓口 

〇 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視聴者の受信料の支払

いに関する専用の相談窓口を開設 
 

【相談窓口】 

相談窓口名 担当地域 電話番号 対応曜日・時間 

大阪放送局 

視聴者リレー

ションセンタ

ー開発推進部 

大阪府全域（大阪府高槻市の一部

（杉生、田能、出灰、中畑、仁科）

は京都放送局（経営管理企画セン

ター）） 

06-6937-9000 

平日 

10:00～17:00 
京都放送局 

（経営管理企

画センター） 

高槻市の一部（杉生、田能、出灰

中畑、仁科） 
075-251-1595 

〇 「持続化給付金」受給事業者を対象とした放送受信料の免除は、令和 3年 3月 31

日をもって、申請受付を終了 
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≪奨学金に関する相談≫ 

33 奨学金に関する相談窓口 

独立行政法人日本学生支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響で、家計の

急変があって授業料の支払いに困っている学生等を対象にした奨学金（給付型・貸与

型）に関する相談窓口を開設（在籍する学校においても相談対応可能） 

 

【相談窓口】 

名 称 電話番号 
対応曜日 

時間 
対象者 

奨学金相談 

センター 

0570-666-301（ナビダイヤル） 

 ※海外からの電話、一部携帯電話、

一部 IP電話からは 03-6743-6100 

平日 9：00

～20：00 

大学生 短大

生 高等専門

学校生等 

 

 

 

≪運転免許証の有効期限の延長に関する相談≫ 

34 運転免許証の有効期限の延長に係る申請窓口 
 

 

※  運転免許証の有効期間延長の申出の受付は、令和 3年 12月 28日をもって終了

しました。 
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≪その他 各種相談≫ 

35 消費者相談窓口 

○ 便乗悪質商法  

○ インターネットショッピング、ネットオークション 

○ 粗悪品による身体被害 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 備  考 

大阪府 

消費生活センター 

06-6616-0888 

平日 9:00～17:00 

（昼休み等を除く。） 

新型コロナウイルスの感

染拡大防止対策の一環とし

て、通常の対応と異なる場

合があります。 

消費者ホット 
ライン 

（188 いやや） 
― 

お住まいの市町村の消費

生活相談窓口が受付を行っ

ている場合には当該窓口を

案内 

大阪市 

消費者センター 
06-6614-0999 

月～土曜日（祝日を除く） 

10:00～17:00 

面談による相談を極力お

控えいただき、まずは電話

でご相談ください。 

国民生活センター 

平日バックアップ相談 
03-3446-1623 

平日 

10:00～12:00 

13:00～16:00 

府市町村の消費生活セン

ター等につながらない場合 

国民生活センター 

休日相談 

消費者ホット 
ライン 

（188 いやや） 

土日祝日 

10:00～16:00 

土日祝日に相談窓口を開

設していない消費生活セン

ターを補完 

国民生活センター

お昼の消費生活相談 
03-3446-0999 平日 11:00～13:00 

各地の消費生活センター

の相談窓口が昼休み中の時

間を中心に相談を受け付け 

国民生活センター 
(新型コロナ関連詐欺 
消費者ホットライン) 

0120-797-188 
全日 

 10:00～16:00 

給付金やワクチンなどを

口実にした詐欺的な消費者

トラブルについて相談を受

け付け 

 
 

36 人権相談窓口 

新型コロナウイルスに関連した誤った情報に基づく不当な差別、偏見、いじめ等相談 

名  称 電話番号等 対応曜日・時間 

①みんなの人権 110番 0570-003-110 平日 8:30～17:15 

②子どもの人権 110番 0120-007-110 平日 8:30～17:15 

③24 時間子供 SOS ダイヤル  0120-0-78310 全日 24時間 

④児童相談所虐待対応ダイヤル  189（通話料無料） 全日 24時間 

⑤児童相談所相談専用ダイヤル 0120-189-783 全日 24時間 

⑥女性の人権ホットライン 0570-070-810 平日 8:30～17:15 
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⑦大阪府人権相談窓口 

((一財)大阪府人権協会に委託)  

（面接相談）できる限り事前連絡 

（出張相談）要事前予約

(最寄りの公共施設、相談者自宅など) 

（電話相談）06-6581-8634、8635 

（ＦＡＸ相談）06-6581-8614 

 (メール相談) so-dan@jinken-osaka.jp 

（手紙相談） 

〒552-0001 大阪市港区波除 4-1-37HRC ビル８階 大阪府人権協会  

        大阪府人権相談窓口あて 

月・水～金曜日（祝日を除く） 

  9:30～17:30 

火曜日（祝日を除く） 

   9:30～20:00 

第 4日曜日 

9:30～17:30 

⑧外国語人権相談ダイヤル 0570-090911 

平日 9:00～17:00 

（対応言語） 

英語 中国語 韓国語  

フィリピノ語 ベトナム語 

ポルトガル語 タイ語 

ネパール語 スペイン語 

インドネシア語 

⑨

外国語インターネット 

人権相談受付窓口 

（Human rights 

counseling services 

in foreign 

languages) 

・英語版（Human rights counseling services in English on the Internet）  

https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html 

・中国語版（Human rights counseling services in Chinese on the Internet） 

https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html 

※この他韓国語、フィリピノ語等 8 言語にも対応（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html） 

※ ①、②、⑥、⑧、⑨は法務省、③は文部科学省、④、⑤は厚生労働省、⑦は大阪府の事業 
 
 

37 ＤＶ相談窓口 

新型コロナウイルス感染症に伴う生活不安・ストレスなどによるＤＶ相談。 

※ 配偶者からの暴力に悩んでいる方のＤＶ相談窓口もあり（#8008） 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

     ＤＶ相談＋ (プラス) 

（内閣府） 
0120-279-889 全日 24時間  

 なお、電話相談以外にもメール相談、チャット相談、外国語対応もあるので、ホームページをご覧下さい。  

  「ＤＶ相談＋」のホームページ  https://soudanplus.jp/ 

 

 

38 金融取引相談窓口 

新型コロナウイルスに関連する金融機関等との取引に関しての問合せ、相談 

※ 金融庁の金融サービス利用者相談室では、「金融機関との間の個別トラブルに

関する相談等や金融行政に関する意見・要望等」を受付（0570-016811（ＩＰ電

話からは、03-5251-6811）） 

https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html
https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken21.html
https://soudanplus.jp/
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名  称 電話番号等 対応曜日・時間 

新型コロナウイルスに関す

る金融庁相談ダイヤル 

0120-156811 

※IP電話は 03-5251-6813 

FAX：03-3506-6699 （24時間対応） 

ﾒｰﾙ：saigai@fsa.go.jp （24時間対応） 

平日 

10:00～17:00 

新型コロナウイルス・中小

企業等金融円滑化相談窓口 

（近畿財務局） 

06-6949-6530 
平日 

9:00～16:00 

 

 

39 下請取引に関する相談窓口（下請かけこみ寺） 

 下請取引により生じたトラブル等に関する府内中小企業に対する相談窓口 

名  称 電話番号・FAX番号 対応曜日・時間 住  所 

下請かけこみ寺 
（中小企業庁が(公財)大阪産業局に委託）  

0120-418-618 
FAX:06-6745-2362 

平日 
9:00～17:00 

東大阪市荒本北 1-

4-1 クリエイショ

ン・コア東大阪 南

館 1階 

 

 

40 自動車、海事、観光関係の相談窓口（近畿運輸局） 

新型コロナウイルスに関する近畿運輸局における各種相談 

窓  口 電話番号 対応曜日・時間 

観光関係 

外国人旅行者向けコールセンター 
（日本政府観光局（JNTO）） 

050- 
3816-2787 

全日 24時間 

宿泊事業者・旅行業者等向け 
特別相談窓口     （観光企画課） 

06-6949-6466 

平日 
9:00～17:45 

自動車関係 

バス・レンタカー （旅客第一課） 06-6949-6445 

タクシー         （旅客第二課） 06-6949-6446 

トラック         （貨物課） 06-6949-6447 

海事関係 

旅客船           （旅客課） 06-6949-6416 

貨物船・港運     （貨物・港運課） 06-6949-6417 

造船・舶用工業   （船舶産業課） 06-6949-6425 

倉庫業関係 倉庫業     （環境・物流課） 06-6949-6410 

 

 

41 サイバー攻撃相談窓口 

新型コロナウイルスを題材とした攻撃メールの相談（対応できない内容もあり） 

※ インターネットに繋がらないなどのトラブルは、利用プロバイダまたはパソ 

コンのメーカー・購入店の各サポート窓口 

mailto:saigai@fsa.go.jp
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名  称 電話番号 対応曜日・時間 

独立行政法人 
情報処理推進機構 
IPAセキュリティセンター 
安心相談窓口 

03-5978-7509 
※1回あたり 30 分以内 

平日 
10:00～12:00 
13:30～17:00 

メール相談 anshin@ipa.go.jp 
（https://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html#4-1） 

ＦＡＸ相談 03-5978-7518 
郵 送 相 談 〒 113-6591 
        東京都文京区本駒込 2-28-8 

文京グリーンコート センターオフィス 16 階 
IPAセキュリティセンター 安心相談窓口  

 

 

 

42 GoTo事業に関する相談窓口 

 GoTo事業に関する相談窓口を次のとおり開設 

 

【GoToトラベル事業】 

 名  称 利用者区分 電話番号 対応曜日・時間 

Go To トラベル 

事務局 

コールセンター 

（国） 

旅行者 
0570-002442 

全日 10:00～19:00 
03-6636-9457 

事業者 

0570-017345 

全日 10:00～19:00 
03-6747-3986 

03-6747-3982 
(新型コロナウイルス感染者発生報告専用) 

 GoToトラベル事業のホームページ(観光庁) https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html 

 

【GoTo Eat事業】 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

コールセンター（国） 
0570-029-200 

050-3734-1523 
全日 10:00～17:00 

 GoTo Eatキャンペーン事業のホームページ(農林水産省) https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html 
 
【ゴールドステッカー飲食店応援事業】 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

ゴールドステッカー飲食店応援事業ならび 

Go To Eat 大阪キャンペーンプレミアム食事券 

コールセンター(大阪府) 

0570-666-609 平日 10:00～17:00 

 GoTo Eat大阪キャンペーン事業のホームページ ht t p s: / /g o to - e at . we a r e. o sa k a- i n f o. j p /  
 

 ※ 特措法に基づく要請期間中も食事券はそのまま利用可能 

  ※  食事券利用可能店舗は、Go To Eat登録店舗かつゴールドステッカー認証取得店舗 

※  食事券の利用期限は、令和 4年 11月末までの延長を予定し、利用できる機会を確保 

※ 新たな食事券の販売の再開については、改めてホームページで案内予定 

  

 

 

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/#4-1
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/hoseigoto.html
https://goto-eat.weare.osaka-info.jp/
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【がんばろう！商店街事業（旧：GoTo 商店街事業）】 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

がんばろう！商店街事務局 

コールセンター（国） 
0120-339-510 平日 10:00～18:00 

がんばろう！商店街事業のホームページ(経済産業省) https://gotoentry.meti.go.jp/ 

 

 

43 日本中から 大阪いらっしゃいキャンペーン 2022に関する相談窓口 
  

 問い合わせ先は、次のとおり 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

利用者向けコールセンター 06-7175-7434 全日 10:00～19:00 

旅行事業者・宿泊事業者向け 
コールセンター 

06-7175-7435 全日 10:00～19:00 

クーポン加盟店舗向け 
コールセンター 

06-7175-7436 全日 10:00～19:00 

 

 

 

44 法律相談窓口 

 大阪弁護士会が次の相談窓口を設置（相談料無料） 

名  称 電話番号 対応曜日・時間 

新型コロナ電話相談 06-6364-2046 平日 12:00～14:00 

〔相談例〕 

・休業を命じられましたが、会社も苦しいからと給料を支払ってもらえません。 

・店を休業せざるをえず、各種支払いや返済、家賃の支払いができない。 

・「あの店の従業員に感染者が出た」というデマをSNSで拡散された。 

・自宅にずっといることで夫から暴力を受けるようになった。 

・感染をしたからといって会社をクビになった。 

・新型コロナに効果があるという空気清浄機を買わされてしまった。 

・不正に給付金を請求してしまった。 

・フリーランスで仕事がなくなったが、当面の家賃や生活費を何とかしたい。 

・アルバイトがなくなり、学費や生活費がなく大学を辞めるしかなくなりそう。 

（大阪弁護士会 新型コロナウイルス特設サイト（https://www.osakaben.or.jp/corona/）による。）  

https://gotoentry.meti.go.jp/
https://www.osakaben.or.jp/corona/


46 目次へ戻る 

≪参考資料（大阪府及び府内の市区町村電話番号一覧）≫ 

市区町村名 電話番号 市区町村名 電話番号 

大阪府 06-6941-0351（代） 大阪市 06-6208-8181（代） 

大阪市北区 06-6313-9986（代） 大阪市東淀川区 06-4809-9986（代） 

大阪市都島区 06-6882-9986（代） 大阪市東成区 06-6977-9986（代） 

大阪市福島区 06-6464-9986（代） 大阪市生野区 06-6715-9986（代） 

大阪市此花区 06-6466-9986（代） 大阪市旭区 06-6957-9986（代） 

大阪市中央区 06-6267-9986（代） 大阪市城東区 06-6930-9986（代） 

大阪市西区 06-6532-9986（代） 大阪市鶴見区 06-6915-9986（代） 

大阪市港区 06-6576-9986（代） 大阪市阿倍野区 06-6622-9986（代） 

大阪市大正区 06-4394-9986（代） 大阪市住之江区 06-6682-9986（代） 

大阪市天王寺区 06-6774-9986（代） 大阪市住吉区 06-6694-9986（代） 

大阪市浪速区 06-6647-9986（代） 大阪市東住吉区 06-4399-9986（代） 

大阪市西淀川区 06-6478-9986（代） 大阪市平野区 06-4302-9986（代） 

大阪市淀川区 06-6308-9986（代） 大阪市西成区 06-6659-9986（代） 

豊中市 06-6858-5050（総合コールセンター） 池田市 072-752-1111（代） 

箕面市 072-723-2121（代） 能勢町 072-734-0001（代） 

豊能町 072-739-0001（代） 吹田市 06-6384-1231（代） 

高槻市 072-674-7111（コールセンター） 茨木市 072-622-8121（代） 

摂津市 
06-6383-1111（代） 
072-638-0007（代） 島本町 075-961-5151（代） 

守口市 06-6992-1221（代） 枚方市 072-841-1221（代） 

寝屋川市 072-824-1181（代） 大東市 072-872-2181（代） 

門真市 06-6902-1231（代） 交野市 072-892-0121（代） 

四條畷市 072-877-2121（代） 東大阪市 06-4309-3000（代） 

八尾市 072-991-3881（代） 柏原市 072-972-1501（代） 

富田林市 0721-25-1000（代） 河内長野市 0721-53-1111（代） 

松原市 072-334-1550（代） 羽曳野市 072-958-1111（代） 

藤井寺市 072-939-1111（代） 大阪狭山市 072-366-0011（代） 

河南町 0721-93-2500（代） 太子町 0721-98-0300（代） 

千早赤阪村 0721-72-0081（代） 堺市 072-233-1101（代） 

堺市堺区 072-228-7403（企画総務課） 堺市中区 072-270-8181（企画総務課） 

堺市東区 072-287-8100（企画総務課） 堺市西区 072-275-1901（企画総務課） 

堺市南区 072-290-1800（総務課） 堺市北区 072-258-6706（企画総務課） 

堺市美原区 072-363-9311（企画総務課） 泉大津市 0725-33-1131（代） 

和泉市 0725-41-1551（代） 高石市 072-265-1001（代） 

忠岡町 0725-22-1122（代） 岸和田市 072-423-2121（代） 

貝塚市 072-423-2151（代） 泉佐野市 072-463-1212（代） 

泉南市 072-483-0001（代） 阪南市 072-471-5678（代） 

熊取町 072-452-1001（代） 田尻町 072-466-1000（代） 

岬町 072-492-2775（企画地方創生課）  
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