
事業者の方へ 2023年05月24日

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

資金繰り支援に関する相談受付（経済

産業省）
中小・小規模事業者等を対象とした、資金繰りの支援に関する相談受付 経済産業省　中小企業 金融相談窓口 0570-783183 －

介護保険事業者向け情報 介護保険事業者の方へ、情報提供をおこなっております。
福祉局高齢者施策部介護保険課指定・

指導グループ
－ －

福祉貸付事業・医療貸付事業
福祉医療機構では、福祉・医療関係施設に対して、無担保・無利子で経営資金・長期

運転資金の融資を行っております。
独立行政法人　福祉医療機構 － －

障がい福祉サービス等事業者向け情報 障がい福祉サービス等事業者の方へ、情報提供をおこなっております。 福祉局 障がい者施策部 － －

大阪産業創造館の経営相談窓口 中小企業・小規模事業者向け経営相談
大阪府よろず支援拠点（大阪産業創造

館２階）
－ －

宿泊事業者・旅行業者等向け特別相談

窓口（国土交通省）

近畿運輸局における外国人観光客減少等の経営環境の変化に直面している宿泊事業者

や旅行業者等向けの特別相談
近畿運輸局 06-6949-6466 －

特別労働相談窓口（厚生労働省） 大阪労働局における新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談 大阪労働局 0120－939－009 －

大阪信用保証協会の経営相談窓口 新型コロナウイルス感染症に関する経営相談 大阪信用保証協会 － －

テレワークに関する情報提供（厚生労

働省）
在宅勤務等のテレワーク導入事例等の紹介 テレワーク相談センター 0120-260-090 －

休業や労働時間の変更にかかる情報提

供（厚生労働省）

労働者・従業員を休ませる場合の措置や労働時間の考え方についてのQ&Aの情報提

供
厚生労働省 － －

下請けＧメンによる実態把握（経済産

業省）
下請けGメンによる中小企業の取引上のお困りごとについてのヒアリング 近畿経済産業局 06-6966-6037 －

下請取引にかかる相談（経済産業省） 中小企業・小規模事業者・個人事業主等の取引上のお困りごとの相談 下請かけこみ寺（大阪産業局） 0120-418-618 －

大阪府ホームページにおける中小企

業・小規模事業者の方を対象とした相

談窓口、各種支援策の紹介（大阪府）

新型コロナウィルスに関する中小企業・小規模事業者向け経営相談、各種支援施策を

府ホームページにて紹介

商工会・商工会議所、大阪信用保証協

会、経済産業省、厚生労働省など
－ －

感染症対策を含む中小企業強靭化対策

事業（経済産業省）

自然災害や感染症の事前対策の取組みを行う中小企業に、「事業継続力強化計画」の

策定を通して経営を「強靱化」する支援
事務局 03-6459-0042 －

収益力改善支援（中小企業庁）
売上・利益が落ち込み、資金繰りが厳しい中小企業に対し、当面の資金繰り維持を図

りつつ、収益力改善に向けたアドバイスと今後のアクションプランの作成支援
大阪府中小企業活性化協議会 06-6944-5343 －

テイクアウトやテラス営業などのため

の道路占用の許可基準を緩和します
テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和 建設局総務部管理課 電話：06-6615-6678 －

大阪市アーティストサポート窓口
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響を受けている、アーティストや文化芸術関

係者及び団体等を対象とした専門相談窓口
大阪市アーティストサポート窓口 06-6954-1123 －

【受付終了】職域接種に係る新型コロ

ナウイルスワクチン職域接種体制整備

支援事業補助金(大阪府)

大阪府では、新型コロナウイルスワクチンの効果的・効率的な接種を進めるため、職

域接種の体制整備に要する費用の一部補助を実施
職域・個別接種チーム

電話：06-6941-0351

（内線 4450）
－

【新型コロナウイルス感染症の感染症

法上の位置づけ変更に伴い廃止】新型

コロナウイルスの感染防止のための事

業者等の取組み事例・ガイドライン

（大阪府）

府内事業者等による感染拡大防止の取組事例の紹介、業種ごとのガイドライン等
大阪府　政策企画部　危機管理室災害

対策課　危機管理・国民保護グループ
－ －

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

資金繰り支援に関する相談受付（経済

産業省）
中小・小規模事業者等を対象とした、資金繰りの支援に関する相談受付 経済産業省　中小企業 金融相談窓口 0570-783183 －

福祉貸付事業・医療貸付事業
福祉医療機構では、福祉・医療関係施設に対して、無担保・無利子で経営資金・長期

運転資金の融資を行っております。
独立行政法人　福祉医療機構 － －

（大阪府制度融資）新型コロナウイル

ス感染症等伴走支援型資金（セーフ

ティネット保証4号・5号認定）

新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者を支援す

るための融資
大阪府制度融資の取扱金融機関 － －

（中小企業信用保険法の認定）セーフ

ティネット保証4号・5号

経営の安定に支障を生じている中小企業者に信用保証協会が貸付にかかる通常の保証

限度額及びセーフティネット保証の限度額とは別枠で保証を行う制度（大阪市　企業

支援課）

大阪市経済戦略局 企業支援課（大阪産

業創造館12階）
06-6264-9844 06-6262-1487

資金繰り支援内容一覧表（経済産業

省）

資金繰り支援に関する信用保証制度・融資制度の一覧形式でまとめたものです（経済

産業省ホームページ）
経済産業省 － －

新型コロナウイルス感染症特別貸付

（国民生活事業・中小企業事業）（日

本政策金融公庫）

新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に業況悪化をきたしている事業者を対

象とした新型コロナウイルス感染症特別貸付
日本政策金融公庫（各支店） － －

相談等

資金繰り

1 / 4掲載情報には十分留意していますが、支援制度の詳細やお問い合わせ先は実施機関等のホームページをご確認ください。
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新型コロナウイルス対策マル経融資の

金利引き下げ（特例措置)（大阪商工会

議所）

商工会議所等の経営指導を受けた小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が無担保・

無保証人で行う融資制度（大阪商工会議所）
大阪商工会議所（各支部） － －

生活衛生改善貸付（新型コロナウイル

ス対策衛経）の特別利率適用（日本政

策金融公庫）

生活衛生関係の事業を営む小規模事業者に対し、日本政策金融公庫が無担保・無保証

人で行う融資制度
日本政策金融公庫（各支店） － －

日本政策金融公庫等の既往債務の借換 日本政策金融公庫等の融資の既往債務の借換及び実質無利子化 日本政策金融公庫・沖縄公庫 － －

衛生環境激変対策特別貸付（日本政策

金融公庫）
旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方向けの特別貸付 日本政策金融公庫（各支店） － －

経営セーフティ共済制度の特例（経済

産業省）
取引先の倒産等に伴う共済金の借入の償還（返済）期日の繰下げ等の特例措置 共済相談室(コールセンター) 050-5541-7171 －

大阪信用保証協会の経営相談窓口 新型コロナウイルス感染症に関する経営相談 大阪信用保証協会 － －

中小企業向け資本性資金供給・資本増

強支援事業（経済産業省）
出資等を通じた資本増強策による事業成長の下支えや事業再生支援 各事業のお問い合わせ先 － －

収益力改善支援（中小企業庁）
売上・利益が落ち込み、資金繰りが厳しい中小企業に対し、当面の資金繰り維持を図

りつつ、収益力改善に向けたアドバイスと今後のアクションプランの作成支援
大阪府中小企業活性化協議会 06-6944-5343 －

水道料金及び下水道使用料の減額 【手続き不要】水道料金等の減額を行います（８月検針分～10月検針分） お客さまセンター 06-6458-1132 －

新型コロナウイルス感染症にかかる手

続きに必要な証明書の交付手数料の免

除

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方々が、融資・貸付の申請など、各種

支援制度等の手続きに必要な証明書の交付手数料を免除します。

区役所窓口サービス担当課へお問い合

わせください。
－ －

新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた港湾関連事業者等の港湾施設使用

料、貸付料等の支払期限の延長につい

て

新型コロナウイルスの影響を考慮し、港湾関連事業者等の事業継続に対する側面的な

支援として、港湾施設使用料、貸付料等の支払期限延長にかかる取扱いを定めまし

た。

大阪港湾局計画整備部振興課 － －

【受付終了】（大阪府制度融資）新型

コロナウイルス感染症対応緊急資金

（セーフティネット保証4号・5号認

定）

新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者を支援す

るための融資
大阪府制度融資の取扱金融機関 － －

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

事業再構築補助金（経済産業省）
新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再

構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

事業再構築補助金事務局コールセン

ター

【ナビダイヤル】 0570

－012－088、【IP電話

用】 03－4216－4080

－

雇用調整助成金（新型コロナウイルス

感染症の影響に伴う特例）（厚生労働

省）

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
大阪労働局 助成金センター 06-7669-8900 －

【15次締切分】ものづくり・商業・

サービス生産性向上促進補助金（経済

産業省）

中小企業・小規模事業者向けの、新製品・サービス開発や生産プロセス改善のための

設備投資等にかかる補助制度（全国中小企業団体中央会）

ものづくり補助金事務局サポートセン

ター
050-8880-4053 －

新型コロナウイルス感染症による小学

校休業等対応助成金（労働者を雇用す

る事業主の方向け）（厚生労働省）

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者・従

業員が休暇を取得できる環境を整えるための助成制度

小学校休業等対応助成金・支援金コー

ルセンター
0120-876-187 －

【第12回受付締切分】小規模事業者持

続化補助金（経済産業省）
小規模事業者向けの販路開拓等にかかる補助制度（全国商工会連合会） 小規模事業者持続化補助金事務局 03-6632-1502 －

新型コロナウイルス感染症による小学

校休業等対応支援金（委託を受けて個

人で仕事をする方向け）（厚生労働

省）

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者であるフリーラン

ス等の労働者の休職に伴う所得の減少に対応するための助成制度

小学校休業等対応助成金・支援金コー

ルセンター
0120-876-187 －

【第1期募集終了】令和5年度　大阪文

化芸術創出事業活動支援補助金(大阪

市・大阪府)

大阪の文化芸術活動の継続・回復を図るため、業として大阪の施設を利用して舞台公

演や作品展示を行う個人又は団体に対し、施設使用料を補助する対象事業を募集

大阪文化芸術創出事業　活動支援補助

金コールセンター
050-3684-6732 －

両立支援等助成金（厚生労働省） 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のための取組を支援
各都道府県労働局雇用環境・均等部

（室）
－ －

令和5年度大阪市芸術活動振興事業助成

金

新型コロナウイルス感染症の影響により、大阪市内の芸術文化活動が多大な影響を受

けている事態を受け、、助成上限額を一部拡充して支援を行います。
大阪市経済戦略局文化部文化課 06-6469-5174 －

IT導入補助金（経済産業省） 中小企業・小規模事業者向けのＩＴツール導入にかかる補助制度
サービス等生産性向上IT導入支援事業

コールセンター
0570-666-424 －

【受付終了】大阪府雇用促進支援金

（大阪府）

令和2年4月1日以降に、失業状態になった府民を雇い入れた事業者への支援金（正規

雇用：25万円/人、非正規雇用：12.5万円/人）
大阪府雇用促進支援金事務局 06-4794-7050 －

【受付終了】新型コロナ受入医療機関

の拡充に向けた支援制度の創設につい

て

医療非常事態宣言下において新型コロナ受入医療機関となるきっかけづくりのための

インセンティブとして、新たに支援制度を創設します。
健康局大阪市保健所保健医療対策課 06-6647-0679 06-6647-0804

補助制度・給付金
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事業者の方へ 2023年05月24日

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

【15次締切分】ものづくり・商業・

サービス生産性向上促進補助金（経済

産業省）

中小企業・小規模事業者向けの、新製品・サービス開発や生産プロセス改善のための

設備投資等にかかる補助制度（全国中小企業団体中央会）

ものづくり補助金事務局サポートセン

ター
050-8880-4053 －

【第12回受付締切分】小規模事業者持

続化補助金（経済産業省）
小規模事業者向けの販路開拓等にかかる補助制度（全国商工会連合会） 小規模事業者持続化補助金事務局 03-6632-1502 －

テレワーク等のための中小企業の設備

投資税制（経済産業省）
中小企業の在宅勤務等のテレワーク用設備導入にかかる少額減価償却資産の特例など 中小企業庁 － －

【令和5年3月31日取得分まで】生産性

向上に向けた中小企業者等の新規投資

を促進するための固定資産税の特例の

拡充・延長

中小企業・小規模事業者の設備投資にかかる固定資産税・都市計画税の減免等

償却資産については船場法人市税事務

所（固定資産税（償却資産）グルー

プ）へ、事業用家屋については所管の

市税事務所（固定資産税（家屋）グ

ループ）へお問い合わせください。

－ －

生産性向上特別措置法に基づく「先端

設備等導入計画」の認定申請受付（固

定資産税の軽減）

新たに取得した機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備等につい

て、固定資産税の軽減を受けるために必要な認定

大阪市経済戦略局 企業支援課（企業支

援担当）
06-6264-9938 －

【受付終了】大阪市プレミアム付商品

券2022事業

大阪市内の対象店舗で利用可能なプレミアム付商品券（プレミアム率30パーセン

ト）を発行します。

大阪市プレミアム付商品券2022コール

センター
－ －

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

介護保険事業者向け情報 介護保険事業者の方へ、情報提供をおこなっております。
福祉局高齢者施策部介護保険課指定・

指導グループ
－ －

障がい福祉サービス等事業者向け情報 障がい福祉サービス等事業者の方へ、情報提供をおこなっております。 福祉局 障がい者施策部 － －

雇用調整助成金（新型コロナウイルス

感染症の影響に伴う特例）（厚生労働

省）

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度
大阪労働局 助成金センター 06-7669-8900 －

新型コロナウイルス感染症による小学

校休業等対応助成金（労働者を雇用す

る事業主の方向け）（厚生労働省）

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者・従

業員が休暇を取得できる環境を整えるための助成制度

小学校休業等対応助成金・支援金コー

ルセンター
0120-876-187 －

新型コロナウイルス感染症による小学

校休業等対応支援金（委託を受けて個

人で仕事をする方向け）（厚生労働

省）

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者であるフリーラン

ス等の労働者の休職に伴う所得の減少に対応するための助成制度

小学校休業等対応助成金・支援金コー

ルセンター
0120-876-187 －

特別労働相談窓口（厚生労働省） 大阪労働局における新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談 大阪労働局 0120－939－009 －

テレワークに関する情報提供（厚生労

働省）
在宅勤務等のテレワーク導入事例等の紹介 テレワーク相談センター 0120-260-090 －

【一部特例措置終了】外国人の在留資

格取り扱い（技能実習生の在留資格変

更手続き）（法務省）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う外国人の在留取り扱いの変更 大阪出入国在留管理局 － －

休業や労働時間の変更にかかる情報提

供（厚生労働省）

労働者・従業員を休ませる場合の措置や労働時間の考え方についてのQ&Aの情報提

供
厚生労働省 － －

両立支援等助成金（厚生労働省） 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”のための取組を支援
各都道府県労働局雇用環境・均等部

（室）
－ －

名称 概要 窓口・問い合わせ先 電話番号 ファックス番号

テレワーク等のための中小企業の設備

投資税制（経済産業省）
中小企業の在宅勤務等のテレワーク用設備導入にかかる少額減価償却資産の特例など 中小企業庁 － －

電気・ガス料金の支払いについて 支払い期日の猶予等の特別措置
資源エネルギー庁ホームページ　対応

事業者一覧
－ －

【令和5年3月31日取得分まで】生産性

向上に向けた中小企業者等の新規投資

を促進するための固定資産税の特例の

拡充・延長

中小企業・小規模事業者の設備投資にかかる固定資産税・都市計画税の減免等

償却資産については船場法人市税事務

所（固定資産税（償却資産）グルー

プ）へ、事業用家屋については所管の

市税事務所（固定資産税（家屋）グ

ループ）へお問い合わせください。

－ －

生産性向上特別措置法に基づく「先端

設備等導入計画」の認定申請受付（固

定資産税の軽減）

新たに取得した機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備等につい

て、固定資産税の軽減を受けるために必要な認定

大阪市経済戦略局 企業支援課（企業支

援担当）
06-6264-9938 －

設備投資、消費喚起等

雇用・従業員

税・社会保険料等

3 / 4掲載情報には十分留意していますが、支援制度の詳細やお問い合わせ先は実施機関等のホームページをご確認ください。
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（国税）税務申告・納付期限の延長 個人事業者等の税申告・納付期限の延長 税務署（管轄一覧） － －

厚生年金保険料等の納付猶予（厚生労

働省）

一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合の厚生年金保険料等の納付の

猶予（特例）
年金事務所 － －

厚生年金基金の特例解散時における事

業主負担額の納付猶予（厚生労働省）

一時的に厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額（基金徴収金）を納付する

ことが困難な場合の猶予制度
年金事務所 － －

労働保険料等の納付猶予（厚生労働

省）
事業に係る収入に相当の減少があった場合の労働保険料等の納付の猶予 大阪労働局労働保険徴収課 06-4790-6330 －

通信料金等の支払い期限の延長等につ

いて（総務省）
支払い期限の延長等の特別措置

要請をふまえた事業者の対応について

は、契約している事業者にご相談くだ

さい

－ －

賃貸物件のオーナーがテナントに対し

て賃料の減免・猶予等を行った場合等

の支援措置（国土交通省）

賃貸物件のオーナーがテナントに対して賃料の減免や猶予を行った場合に支援策を活

用することができます。
国土交通省 － －

令和４年度における国民健康保険料の

減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少し

た世帯等に対して、国民健康保険料の減免を実施します。

お住まいの区の区役所保険年金業務担

当にお問い合わせください。
－ －

国民年金保険料の納付が困難な方へ

新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例

措置として国民年金保険料免除申請、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となり

ました。

ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004 －

法人市民税の申告・納付期限の延長
法人市民税について、申告・納付を期限までに行うことができないやむを得ない理由

がある場合には、申告・納付期限の延長が認められます。

財政局船場法人市税事務所法人市民税

グループ
06-4705-2933 06-4705-2905

事業所税、市たばこ税及び入湯税の申

告・納付（納入）期限の延長

事業所税、市たばこ税及び入湯税について、申告・納付（納入）を期限までに行うこ

とができないやむを得ない理由がある場合、申告・納付（納入）期限の延長が認めら

れます。

財政局船場法人市税事務所事業所税グ

ループ
06-4705-2934 06-4705-2905

4 / 4掲載情報には十分留意していますが、支援制度の詳細やお問い合わせ先は実施機関等のホームページをご確認ください。
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https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/nouhuyuuyotokurei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/nouhuyuuyotokurei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/nouhuyuuyotokurei.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000690.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000690.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000690.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000690.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000690.html
https://www.mlit.go.jp/common/001342197.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001342197.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001342197.pdf
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000503428.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000502507.html
https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000502507.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000500568.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000500568.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000500568.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000501913.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000501913.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000501913.html
https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000501913.html

