2023年01月06日

事業者の方へ
相談等
名称

概要

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。

福祉貸付事業・医療貸付事業

障がい福祉サービス等事業者向け情報
資金繰り支援に関する相談受付（経済
産業省）
【受付終了】日本政策金融公庫の特別
相談窓口

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。

新型コロナウイルス感染症に関する特別相談

日本政策金融公庫

窓口（国土交通省）

や旅行業者等向けの特別相談

特別労働相談窓口（厚生労働省）
大阪信用保証協会の経営相談窓口

談窓口、各種支援策の紹介（大阪府）
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)

収益力改善支援（中小企業庁）

大阪市アーティストサポート窓口

大阪府よろず支援拠点（大阪産業創造
館２階）

－

－

－

－

－

大阪信用保証協会

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（厚生労働省
委託）

－

0120-861009

厚生労働省

－

－

－

－

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

－

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

－

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

商工会・商工会議所、大阪信用保証協

府ホームページにて紹介

会、経済産業省、厚生労働省など

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

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

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

新型コロナウイルスの感染防止のため

職域・個別接種チーム

－

電話：06-6941-0351
（内線 4450）

－

－

大阪府中小企業活性化協議会

06-6944-5343

－

大阪市アーティストサポート窓口

06-6954-1123

－

事務局

03-6459-0042

－

業種ごとの感染拡大予防ガイドライン
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

についてはそれぞれのお問い合わせ先

－

－

に確認ください

ン（大阪府）

相談窓口

0570-783183

新型コロナウイルス感染症に関する経営相談

策定を通して経営を「強靱化」する支援

【受付終了】商工組合中央金庫の特別

－

－

事業（経済産業省）

の道路占用の許可基準を緩和します

－

0120－939－009

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

テイクアウトやテラス営業などのため

－

大阪労働局

感染症対策を含む中小企業強靭化対策

の事業者等の取組み事例・ガイドライ

－

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

供

業・小規模事業者の方を対象とした相

－

－

供（厚生労働省）

大阪府ホームページにおける中小企

－

06-6949-6466

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

下請取引にかかる相談（経済産業省）

中小企業 金融相談窓口

ファックス番号

近畿運輸局

休業や労働時間の変更にかかる情報提

業省）

福祉医療機構

経済産業省

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

下請けＧメンによる実態把握（経済産

独立行政法人

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

宿泊事業者・旅行業者等向け特別相談

働省）

指導グループ

福祉局 障がい者施策部

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

電話番号

福祉局高齢者施策部介護保険課指定・

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。

大阪産業創造館の経営相談窓口

テレワークに関する情報提供（厚生労

窓口・問い合わせ先

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

－

新型コロナウイルス感染症に関する特別相談

商工組合中央金庫（制度のご案内）

0120-542-711

－

ビジネス渡航者向け医療機関の予約・検索サービス

TeCOTコールセンター

0570-039656

－

大阪市経済戦略局文化部文化課

06-6469-3890

【受付終了】海外渡航者新型コロナウ
イルス検査センター（TeCOT）（経済
産業省）
【相談受付終了】大阪市文化芸術総合

新型新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている大阪市内で活動する文化芸術

相談窓口

関係者が対象です。

【受付終了】第Ⅱ期 中小企業デジタル

中小企業のデジタル化・IT活用を支援する民間IT専門家の活動支援や、中小企業のIT

第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業

化応援隊事業（経済産業省）

活用支援等

事務局

【受付終了】中小企業デジタル化応援

中小企業のデジタル化・IT活用を支援する民間IT専門家の活動支援や、中小企業のIT

中小企業デジタル化応援隊 パートナー

隊事業（経済産業省）

活用支援等

事務局

概要

窓口・問い合わせ先

03-6833-2525

－

06-6469-3897

－

－

資金繰り
名称

福祉貸付事業・医療貸付事業

資金繰り支援に関する相談受付（経済
産業省）

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。

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

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。

独立行政法人

経済産業省

福祉医療機構

中小企業 金融相談窓口

電話番号

ファックス番号

－

0570-783183

－

－

1/5

2023年01月06日

事業者の方へ
（大阪府制度融資）新型コロナウイル
ス感染症伴走支援型資金（セーフティ
ネット保証4号・5号認定）
（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）

（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

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

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

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）

資金繰り支援内容一覧表（経済産業

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

省）

産業省ホームページ）

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）
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）
衛生環境激変対策特別貸付（日本政策
金融公庫）

日本政策金融公庫等の既往債務の借換

経営セーフティ共済制度の特例（経済
産業省）
【受付終了】日本政策金融公庫の特別
相談窓口
大阪信用保証協会の経営相談窓口
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）

収益力改善支援（中小企業庁）

水道料金及び下水道使用料の減額
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

【終了】イベントを中止等した主催者
に対する払戻請求権を放棄した観客等
への寄付金控除（文部科学省）

－

－

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

日本政策金融公庫（各支店）

－

－

大阪商工会議所（各支部）

－

－

日本政策金融公庫（各支店）

－

－

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）

－

－

日本政策金融公庫や商工組合中央金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・商工中金

－

－

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)

新型コロナウイルス感染症に関する特別相談

日本政策金融公庫

－

－

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

－

－

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

－

－

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

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）

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

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

050-5541-7171

－

大阪府中小企業活性化協議会

06-6944-5343

－

【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の影響を受けている方々が、融資・貸付の申請など、各種

区役所窓口サービス担当課へお問い合

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。

わせください。

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

－

－

－

－

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

大阪港湾局計画整備部振興課

た。

ための事業資金を貸付ける制度

症特別貸付（商工組合中央金庫）

大阪府制度融資の取扱金融機関

－

例緊急経営安定貸付等（経済産業省）

【受付終了】新型コロナウイルス感染

－

－

小規模企業共済の契約者に対して、（独）中小企業基盤整備機構が経営の安定を図る

相談窓口

－

経済産業省

【受付終了】小規模企業共済制度の特

【受付終了】商工組合中央金庫の特別

大阪府制度融資の取扱金融機関

中小基盤整備機構

共済相談室

050-5541-7171

－

0120-542-711

－

新型コロナウイルス感染症に関する特別相談

商工組合中央金庫（制度のご案内）

中小企業向けの新型コロナウイルス感染症特別貸付

商工組合中央金庫（各支店）

－

－

文化庁・スポーツ庁

－

－

文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客
等への寄付金控除による払い戻しの減少・主催者の負担軽減を図る制度

補助制度・給付金
名称

概要

窓口・問い合わせ先

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じ

事業再構築補助金事務局コールセン

た規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。

ター

【14次締切分】ものづくり・商業・

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

ものづくり補助金事務局サポートセン

サービス補助金（経済産業省）

設備投資等にかかる補助制度（全国中小企業団体中央会）

ター

事業再構築補助金（経済産業省）

大阪府雇用促進支援金（大阪府）※申
請受付中（令和4年6月30日までの雇入
れは申請受付終了）
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）

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）

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る
ための休業手当に要した費用を助成する制度

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。

電話番号

ファックス番号

【ナビダイヤル】 0570
－012－088、【IP電話

－

用】 03－4216－4080

050-8880-4053

－

大阪府雇用促進支援金事務局

06-4794-7050

－

大阪労働局 助成金センター

06-7669-8900

－
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事業者の方へ

【第11回受付締切分】小規模事業者持
続化補助金（経済産業省）

商工会議所地区 令和元年度補正予算・
小規模事業者向けの販路開拓等にかかる補助制度（日本商工会議所）

令和3年度補正予算

小規模事業者持続

03-6632-1502

－

0120-876-187

－

0120-876-187

－

06-6210-9314

－

0570-666-424

－

化補助金事務局

新型コロナウイルス感染症による小学

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

小学校休業等対応助成金・支援金コー

業員が休暇を取得できる環境を整えるための助成制度

ルセンター

校休業等対応支援金（委託を受けて個

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

小学校休業等対応助成金・支援金コー

人で仕事をする方向け）（厚生労働

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

ルセンター

年２月２８日】大阪府宿泊施設等の感

府内宿泊施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のさらなる強化を

大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企

染症対策対策推進事業〈補助金〉（大

図るため、より高度な感染症対策を実施する府内の宿泊施設等を支援します。

画・観光課 観光環境整備グループ

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）
新型コロナウイルス感染症による小学

省）
【申請期間：令和４年６月6日～令和５

阪府）

IT導入補助金（経済産業省）

両立支援等助成金（令和4年度

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

厚生労

働省）
【受付終了】大阪文化芸術創出事業活
動支援補助金の対象となる事業第3期分
を募集(大阪市・大阪府)

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

務局

ションの機会を失った事業者を支援するコンテンツグローバル需要創出促進事業費補

費補助金

助金

【募集終了】令和4年度大阪市芸術活動
振興事業助成金（下期）

緊急事態宣言に伴い延期・中止した公演、展示会、遊園地・テーマパークにかかる
キャンセル料等を支援する補助金

－

（室）

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

ンテンツグローバル需要創出促進事業

（経済産業省）

各都道府県労働局雇用環境・均等部

大阪文化芸術創出事業実行委員会

新型コロナウイルス感染拡大の影響により日本発のコンテンツの海外展開プロモー

業費補助金(キャンセル料支援事業）

コールセンター

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

【受付終了】令和2年度3次補正予算 コ

コンテンツグローバル需要創出促進事

サービス等生産性向上IT導入支援事業

事

特定非営利活動法人映像産業振興機構
（VIPO）J-LODlive2補助金運営事務局

－

大阪市経済戦略局文化部文化課

06-6469-5174

－

03-5408-1014

－

0120-789-140

－

06-6615-8514

－

06-6210-9111

－

0120-211-240

－

新型コロナウイルス感染症拡大により、芸術文化活動が多大な影響を受けている事態
を受け、芸術活動を行う団体及び個人に対して、一部制度を変更し、拡充して支援し
ます。

ティング支援事業（中小企業基盤整備

た、ECの活用に必要な知見や実践経験を獲得し、販売拡大につなげる自立をめざし

機構）

た支援

【受付終了】事業復活支援金（経済産

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、

事業復活支援金事務局

業省）

フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給

相談窓口

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、営業時間短縮等要請に全面的にご協

大阪府営業時間短縮協力金コールセン

力いただいた大阪市内の飲食店等に対し、協力金を支給

ター（第10期）

間短縮等協力金(大阪府)
【募集終了】感染防止に配慮した店舗
づくりを進める飲食店等を支援します

大阪市内の店舗について、大阪府助成金を超える額に対し10万円を上限に上乗せ

中小企業基盤整備機構

モール活用型

ECマーケティング支援事業事務局

申請者専用

大阪府 商工労働部 協力金室 備品設置・
一時支援金グループ

【受付終了】一時支援金（経済産業

緊急事態宣言の再発令に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出自粛などにより影響

省）

を受ける事業者に対する支援を行います。

【受付終了】訪日外国人旅行者受入環

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の「観光施設等における感染症対策機器

境整備緊急対策事業(国土交通省)

の整備」メニューを追加で募集

【受付終了】中小法人・個人事業者等

大阪府では、感染症拡大の影響を受けており、現在協力金や支援金を受給できていな

「中小法人・個人事業者等に対する一

に対する一時支援金（大阪府）

い事業者に対し、事業継続等を支援するため「一時支援金」を支給する予定です。

時支援金」事務局

【受付終了】大阪府酒類販売事業者支

飲食店の休業又は酒類の提供停止を伴う時短営業の影響を受け、厳しい状況が続いて

大阪府 環境農林水産部 流通対策室 産業

援金（大阪府）

いる府内の酒類販売事業者の方へ、国の月次支援金に上乗せして支援金を支給

連携グループ

【受付終了】家賃支援給付金（経済産

売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減

業省）

することを目的とした、テナント事業者に対する給付金

【受付終了】第Ⅱ期 中小企業デジタル

中小企業のデジタル化・IT活用を支援する民間IT専門家の活動支援や、中小企業のIT

第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業

化応援隊事業（経済産業省）

活用支援等

事務局

【受付終了】中小企業デジタル化応援

中小企業のデジタル化・IT活用を支援する民間IT専門家の活動支援や、中小企業のIT

中小企業デジタル化応援隊 パートナー

隊事業（経済産業省）

活用支援等

事務局

特定国に依存する製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品につ

サプライチェーン対策のための国内投

いて、国内で生産拠点等を整備しようとする場合の設備導入等の支援

資促進事業事務局

収入が大幅に急減した事業者に対する、事業全般に広く使える給付制度

持続化給付金事業 コールセンター

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、営業時間短縮等要請に全面的にご協

大阪府営業時間短縮協力金コールセン

力いただいた大阪市内の飲食店等に対し、協力金を支給

ター（第10期・第11期）

【受付終了】サプライチェーン対策の
ための国内投資促進事業費補助金（経
済産業省）
【受付終了】持続化給付金（経済産業
省）
【受付終了】【第11期:令和4年3月7日
～3月21日】飲食店等に対する営業時
間短縮協力金(大阪府)
【受付終了】コンテンツグローバル需
要創出促進事業費補助金(公演開催費用
補助)(経済産業省)

－

0120-687-322

新型コロナウィルス感染症拡大により業績に影響を受けている中小企業等を対象とし

日～3月6日】飲食店等に対する営業時

－

－

J-LODlive補助金事務局

【受付終了】モール活用型ECマーケ

【受付終了】【第10期:令和4年1月27

050-3615-6372

－

国内におけるポストコロナを見据えた収益基盤の強化に資する公演及び当該公演を収
録した動画の全部又は一部の海外向けのデジタル配信の実施を支援

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。

一時支援金事業コールセンター

観光庁 外客受入参事官室

家賃支援給付金コールセンター

J-LODlive2補助金運営事務局

－

－

06-6615-8516

－

06-6210-9606

－

－

03-6833-2525

－

－

－

－

03-6825-5476

－

0120-002-678

－

06-6615-8514

－

－

－
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事業者の方へ
【受付終了】コンテンツグローバル需
要創出促進事業費補助金（キャンセル
料支援事業）（経済産業省）

緊急事態宣言の発令地域において、開催予定だった公演、展示会、遊園地・テーマ
パークを延期・中止（休園）した事業者に対する公演等キャンセル料等の補助制度

【受付終了】月次支援金（経済産業

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を緩和し、事業の継続・立て直しやそ

省）

のための取組を支援

【受付終了】【緊急事態措置期間:令和
3年9月1日～9月30日】第4期 大阪府大
規模施設等協力金(大阪府)

【受付終了】ミナミで買い物！応援
キャンペーン

【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

J-LODlive2補助金運営事務局

0120-687-322

－

月次支援金事務局 相談窓口

0120-211-240

－

06-7178-1396

－

緊急事態措置に係る休業要請に応じた大規模施設の運営事業者等に対し、協力金を支

大阪府大規模施設等協力金コールセン

給

ター

ミナミ地区の一部区域の小売店舗等に対する支援として、キャッシュレス決済手段に
より商品・サービス等を購入・利用された方にポイントを付与する事業を予定してい

大阪市経済戦略局産業振興課

－

－

ます。

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

電話番号

ファックス番号

設備投資、消費喚起等
名称

概要

窓口・問い合わせ先

【14次締切分】ものづくり・商業・

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

ものづくり補助金事務局サポートセン

サービス補助金（経済産業省）

設備投資等にかかる補助制度（全国中小企業団体中央会）

ター

【第11回受付締切分】小規模事業者持
続化補助金（経済産業省）

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）

050-8880-4053

－

03-6632-1502

－

商工会議所地区 令和元年度補正予算・
小規模事業者向けの販路開拓等にかかる補助制度（日本商工会議所）

令和3年度補正予算

小規模事業者持続

化補助金事務局

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

－

－

－

－

－

－

償却資産については船場法人市税事務
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

所（固定資産税（償却資産）グルー
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

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

特例の拡充・延長

ループ）へお問い合わせください。
キャッシュレス決済導入の支援(JPQR
の導入支援)（総務省）
生産性向上特別措置法に基づく「先端

国による中小・小規模事業者向けのキャッシュレス決済導入支援策の紹介

一般社団法人キャッシュレス推進協議
会

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

大阪市経済戦略局 企業支援課（企業支

て、固定資産税の軽減を受けるために必要な認定

援担当）

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

大阪市プレミアム付商品券2022コール

ト）を発行します。

センター

年２月２８日】大阪府宿泊施設等の感

府内宿泊施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策のさらなる強化を

大阪府 府民文化部 都市魅力創造局 企

染症対策対策推進事業〈補助金〉（大

図るため、より高度な感染症対策を実施する府内の宿泊施設等を支援します。

画・観光課 観光環境整備グループ

設備等導入計画」の認定申請受付（固
定資産税の軽減）

大阪市プレミアム付商品券2022事業

06‐6264-9938

－

050-5527-7277

－

06-6210-9314

－

06-6210-9111

－

【申請期間：令和４年６月6日～令和５

阪府）
【募集終了】感染防止に配慮した店舗
づくりを進める飲食店等を支援します

大阪市内の店舗について、大阪府助成金を超える額に対し10万円を上限に上乗せ

大阪府 商工労働部 協力金室 備品設置・
一時支援金グループ

【受付終了】訪日外国人旅行者受入環

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業の「観光施設等における感染症対策機器

境整備緊急対策事業(国土交通省)

の整備」メニューを追加で募集

【追加募集終了】「買い物応援キャン

コロナにより打撃を受けた市内の小売店舗等の支援や、キャッシュレス決済の普及等

買い物応援キャンペーンコールセン

ペーン」の参加店舗の追加募集

を目的に実施する「買い物応援キャンペーン」の参加店舗を募集

ター

【受付終了】キャッシュレス決済導入
の支援(決済端末の導入支援)（総務

国による中小・小規模事業者向けのキャッシュレス決済導入支援策の紹介

決済事業者のうち、加盟を希望すると

サプライチェーン対策のための国内投

いて、国内で生産拠点等を整備しようとする場合の設備導入等の支援

資促進事業事務局

【受付終了】非対面・遠隔の海外展開

越境EC等の利活用による中堅・中小企業の海外展開の拡大・販路や市場開拓の支援

ジェトロデジタル貿易・新産業部EC・

支援事業（経済産業省）

など

流通ビジネス課

済産業省）

【受付終了】ミナミで買い物！応援

－

－

－

－

－

ころ

特定国に依存する製品・部素材、または国民が健康な生活を営む上で重要な製品につ

ための国内投資促進事業費補助金（経

－

本件事業の対象となるキャッシュレス

省）
【受付終了】サプライチェーン対策の

観光庁 外客受入参事官室

03-6825-5476

－

03-3582-5227

－

ミナミ地区の一部区域の小売店舗等に対する支援として、キャッシュレス決済手段に
大阪市経済戦略局産業振興課

－

－

飲食店向け国産食材ECサイト

事務局（ぐるなび）

－

－

名称

概要

窓口・問い合わせ先

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。

キャンペーン

【受付終了】農林水産物の販路の多角
化推進事業（農林水産省）

より商品・サービス等を購入・利用された方にポイントを付与する事業を予定してい
ます。

雇用・従業員

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。

福祉局高齢者施策部介護保険課指定・
指導グループ

電話番号

ファックス番号

－

－
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事業者の方へ
障がい福祉サービス等事業者向け情報
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による小学

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。

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る
ための休業手当に要した費用を助成する制度

福祉局 障がい者施策部

－

大阪労働局 助成金センター

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

小学校休業等対応助成金・支援金コー

業員が休暇を取得できる環境を整えるための助成制度

ルセンター

校休業等対応支援金（委託を受けて個

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

小学校休業等対応助成金・支援金コー

人で仕事をする方向け）（厚生労働

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

ルセンター

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

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）

－

06-7669-8900

－

0120-876-187

－

0120-876-187

－

0120－939－009

－

0120-861009

－

新型コロナウイルス感染症による小学

省）
特別労働相談窓口（厚生労働省）
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（厚生労働省
委託）

【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

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

－

－

厚生労働省

－

－

－

－

続き）（法務省）
休業や労働時間の変更にかかる情報提

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）

供

両立支援等助成金（令和4年度

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）

税・社会保険料等
名称

概要

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

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

窓口・問い合わせ先
資源エネルギー庁ホームページ

電話番号
対応

事業者一覧

中小企業庁

ファックス番号

－

－

－

－

－

－

償却資産については船場法人市税事務
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

所（固定資産税（償却資産）グルー
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

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

特例の拡充・延長

ループ）へお問い合わせください。
労働保険料等の納付猶予（厚生労働
省）
（国税）税務申告・納付期限の延長

通信料金等の支払い期限の延長等につ
いて（総務省）

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）

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

個人事業者等の税申告・納付期限の延長

税務署（管轄一覧）

支払い期限の延長等の特別措置

は、契約している事業者にご相談くだ

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

大阪市経済戦略局 企業支援課（企業支

て、固定資産税の軽減を受けるために必要な認定

援担当）

働省）

猶予（特例）

厚生年金基金の特例解散時における事

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

業主負担額の納付猶予（厚生労働省）

ことが困難な場合の猶予制度

の支援措置（国土交通省）

－

－

－

－

さい

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

て賃料の減免・猶予等を行った場合等

－

要請をふまえた事業者の対応について

厚生年金保険料等の納付猶予（厚生労

賃貸物件のオーナーがテナントに対し

06-4790-6330

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。

06‐6264-9938

－

年金事務所

－

－

年金事務所

－

－

国土交通省

－

－

－

－

－

－

国税の納付の猶予制度

個人事業者等の税納付の猶予制度

税務署（管轄一覧）

令和４年度における国民健康保険料の

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

お住まいの区の区役所保険年金業務担

減免について

た世帯等に対して、国民健康保険料の減免を実施します。

当に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で、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例
国民年金保険料の納付が困難な方へ

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

ねんきん加入者ダイヤル

0570-003-004

－

ました。

法人市民税の申告・納付期限の延長

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

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

財政局船場法人市税事務所法人市民税

がある場合には、申告・納付期限の延長が認められます。

グループ

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。

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。

財政局船場法人市税事務所事業所税グ
ループ

06-4705-2933

06-4705-2905

06-4705-2934

06-4705-2905
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