
新型コロナウイルス感染症にかかる主な支援制度 

詳細は各ホームページをご確認ください。 

●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【給付】 
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
（ひとり親世帯分） 

【対象者】 
次の(1)～(3)のいずれかに該当する方 
(1)令和４年４月分の児童扶養手当が支給される方 
(2)公的年金等を受給しており、令和４年４月分の児童扶養手当の支給が全額停止さ
れる方 
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、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 
 
【支援内容】 
児童１人当たり一律５万円 
 
※給付には要件があります。詳細につきましては、ホームページをご確認ください。 

■交野市 子育て支援課 
TEL：072-893-6406 

【給付】 
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
（ひとり親世帯以外分） 

【対象者】 
(1)令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和４
年度の住民税均等割非課税である方 
(2)(1)以外で、対象児童（平成１６年４月２日から令和５年２月２８日生まれ、障が
い児については２０歳未満）の養育者で、以下のいずれかに該当する方 
 Ａ）令和４年度の住民税均等割非課税 
 Ｂ）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月１日以降に家計が急

変し、令和４年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認
められる方 

※(1)(2)いずれも、ひとり親世帯分の同給付金を受給した方を除く 
 
【支援内容】 児童１人当たり一律５万円  
 
※給付には要件があります。詳細につきましては、ホームページをご確認ください。 

■厚生労働省コールセンター 
TEL：0120-811-166 
 
■交野市 臨時特別給付金推進室 
TEL：072-892-0121 

（令和４年１０月３日現在 交野市） 交野市ホームページ（市民向け支援制度ページ）はこちらです→ 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【給付】 
交野市新生児特別給付金 

【対象者】 
●支給対象児童 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日までに生まれた児童手当（本則給付）
の支給対象となる児童（新生児） 

●支給対象者 
  支給対象児童の父母等で、申請日時点で本市に住民登録をしている方 
   ※令和４年４月１日以降の転入者も対象 

 
【支援内容】 
  新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、厳しい状況下において生活
に不安を抱えながらも国の「子育て世帯等臨時特別給付金」の対象とならない、
新生児の子育てを支援するため、新生児一人あたり１０万円を給付します。 

 
※詳細につきましては、ホームページをご確認ください。 

■交野市 臨時特別給付金推進室 
TEL：0120-092-191 (フリーダイヤル） 
 
受付時間：午前９時００分から午後５時３０分 

（土・日曜日・祝日を除く） 

【給付】 
令和４年度住民税非課税世帯等
に対する臨時特別給付金 

【対象者】 
基準日（令和３年１２月１０日）に日本国内で住民登録があり、かつ、次の１・２の
どちらかに該当する世帯 
※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及び令和３年度分の本
給付金をすでに受給した世帯は対象外 

 
１. 住民税非課税世帯 
   基準日（令和４年６月１日）において、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．家計急変世帯 
  １.の住民税非課税世帯の対象者以外の方で、令和４年１月以降、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の
事情にあると認められる世帯 

 
【支援内容】 
コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困
っている方々への支援措置の強化として、家計急変により住民税非課税世帯等給付
金の受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯
に対して、１世帯１０万円の現金を給付します。 
 
※詳細につきましては、ホームページをご確認ください。 

■交野市 臨時特別給付金推進室 
TEL：0120-092-191 (フリーダイヤル） 
 
受付時間：午前９時００分から午後５時３０分 

（土・日曜日・祝日を除く） 
 
 
■内閣府コールセンター (制度についてのお問
い合わせ） 
TEL：0120-526-145 (フリーダイヤル） 
 
受付時間：午前９時 00 分から午後８時００分 

（土・日曜日・祝日を除く） 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【給付】 
新型コロナウイルス感染症対応
休業支援金・給付金  

【対象者】 
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、事業主から
休業手当を受け取っていない方（パート・アルバイト含む） 
 
【支援内容】 
休業前の賃金日額の 80％（※）（上限額 11,000 円）に休業日数を乗じた額を支
給 
※大企業のシフト労働者等の令和 2 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの休業につい
ては 60％ 

■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 
月～金 ８：３０～２０：００ 
土日祝 ８：３０～１７：１５ 

【給付】 
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  

【対象者】 
委託を受けて個人で仕事をする方 
 
【支援内容】 
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、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どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている
子育て世代に支援金を支給します。 

■（厚生労働省）学校等休業助成金・支援金受付
センター 
TEL：0120-60-3999 
※午前 9 時～午後 9 時（土日祝も対応） 

【給付】住居確保給付金 

【対象者】 
離職又は新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等が原因で住居を喪
失、又は住居を喪失する恐れがある方 
【支援内容】離職等により経済的に困窮している方を対象とし、一定期間、家賃相
当額を自治体から直接家主の方へ支給する制度です。 
 
■支給額：単身世帯 39,000 円、２人世帯 47,000 円、３～５人世帯 51,000 円 
他 

■交野市社会福祉協議会 
TEL：072-895-1185 
FAX：072-895-1192 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【給付】新型コロナウィルス感
染症に係る傷病手当金 

【対象者】 
被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり
感染が疑われる者【支援内容】給与の支払いを受けている対象者が、労務に服する
ことができず、給与を受け取ることができなくなった場合に、傷病手当金を支給し
ます。 
 
■適用期間 
令和 2 年 1 月 1 日から令和４年１２月３１日まで（期間が延長されました） 
 
■支給額 
1 日あたりの支給額【（直近の継続した 3 か月間の給与収入の合計額÷就労日数）
×2/3】×支給対象となる日数（上限あり） 
 
■申請書類 
国民健康保険）市のホームページからダウンロード、医療保険課の国民健康保険窓

口で手渡し又は郵送 
後期高齢者医療）大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロード、 

交野市医療保険課の後期高齢者医療担当窓口 
 
■提出先 
国民健康保険）交野市医療保険課 
後期高齢者医療）大阪府後期高齢者医療広域連合・交野市医療保険課＊申請される

場合は、交野市医療保険課まで連絡ください。 

（国民健康保険） 
■交野市 医療保険課 国民健康保険担当 
TEL：072－892－0121 
 
 
（後期高齢者医療） 
■大阪府後期高齢者医療広域連合 
TEL（給付係） 06－4790－2031 
 
■交野市 医療保険課 後期高齢者医療担当 
TEL：072－892－0121 

・国民健康保険  

・後期高齢者医療  

【貸付】 
離職者等退去者への府営住宅の
提供 

【対象者】 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇や雇い止めなどにより、住宅の退
去を余儀なくされる方 
 
【支援内容】 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇などにより、住宅の退去を余儀な
くされる方を対象に、当座の住居を確保できるよう、府営住宅を一時的に提供しま
す。 
■入居期間：６か月以内（最長で１年まで延長可） 
■月額使用料：4,000 円（保証金・共益費は免除） 

■大阪府 住宅まちづくり部 
住宅経営室 経営管理課 
TEL：06-6210-9749 
FAX：06-6210-9750 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【貸付】 
大阪府母子・父子・寡婦福祉資金
貸付金 

【対象者】 
ひとり親家庭や寡婦の方 
 
【支援内容】 
ひとり親家庭(２０歳未満の児童を扶養している家庭）及び寡婦の方（配偶者のない
女子で、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方）の経済
的自立を図るために必要な資金（児童の進学、親自身の技能習得や転宅など）を貸
し付ける制度です。 

■交野市 子育て支援課 
TEL：072-893-6406 
 
■大阪府 福祉部 子ども室家庭支援課 
貸付・手当グループ 
TEL：06-6944-8376 

【貸付】 
緊急小口資金（コロナウイルス
感染症特例）  

【対象者】 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急か
つ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯 
 
【支援内容】 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減収した方を対象に、緊急かつ一
時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用を貸付する制度です。 
 
■貸付額：20 万円以内（特別な場合のみ）その他の場合は 10 万円以内 

■交野市社会福祉協議会 
TEL：072-895-1185 
FAX：072-895-1192 

【貸付】 
総合支援資金（コロナウイルス
感染症特例）  

【対象者】 
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯 
 
【支援内容】 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯に対して、生活再建までの間に必要な生活
費用を貸付する制度です。 
 
■貸付額：単身世帯：月 15 万円以内、複数世帯：月 20 万円以内 
     ※原則として 3 ヵ月以内 

 

 



●市税や国民健康保険、介護保険等の支払い・相談について 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

国民健康保険料、後期高齢者医
療保険料、介護保険料の減免制
度（新型コロナウイルス感染症
の影響によるもの） 

新型コロナウイルス感染症に納税（付）者（ご家族を含む）がり患された場合のほ
か、新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があっ
た場合などは、減免制度があります。 
 
また、減免制度の対象とならない場合でも、納期限までに納付が困難な方は徴収猶
予が受けられる場合があります。 
  

＜国民健康保険料・後期高齢者医療保険料＞ 
■交野市 医療保険課 
TEL：072-892-0121 
 
 
＜介護保険料＞ 
■交野市 高齢介護課 
TEL：072-893-6400 

・国民健康保険料  

・後期高齢者医療保険料  

・介護保険料 

国民年金保険料の免除・納付猶
予  

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等は、臨時特定措置と
して保険料の免除や納付猶予ができます。また、学生についても、収入が相当程度
まで下がった場合は手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となり
ます。 
 
【対象者】 
令和 2 年 2 月以降に、①新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、②
所得が相当程度まで下がった方 
 
【対象期間】 
令和２年２月分以降の保険料が対象となります。 
※申請できる期間は申請書を受理した月から 2 年 1 ヵ月前（すでに保険料が納付済
の月を除く）までとなります。 
 
■免除・納付猶予 
 ・令和２年度 令和２年７月分から令和３年６月分まで 
 ・令和３年度 令和３年７月分から令和４年６月分まで 
・令和４年度 令和４年７月分から令和５年６月分まで 

  
■学生納付特例 
 ・令和２年度 令和２年４月分から令和３年３月分まで 
 ・令和３年度 令和３年４月分から令和４年３月分まで 
 ・令和４年度 令和４年４月分から令和５年３月分まで 
 
【申請書の提出先】 
枚方年金事務所または交野市医療保険課（日本年金機構ホームページから申請書の
ダウンロードができます。） 

 
■ねんきん加入者ダイヤル 
TEL：0570-003-004 
月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後７時 
第 2 土曜日 午前 9 時 30 分～午後４時 
 
■枚方年金事務所 
TEL：072-846-5011 
※午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 
（土日祝を除く） 

年金相談は、時間延長や週末相談も実施 
時間延長: 
週初の開所日午後 5 時 15 分～午後 7 時 

週末相談 
*第 2 土曜 午前 9 時 30 分～午後 4 時 

 
■交野市 医療保険課 
TEL：072-892-0121 



●市税や国民健康保険、介護保険等の支払い・相談について 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

水道料金及び下水道使用料の支
払いに関する相談 

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したなどの事情で、お支払い
を期限までに行うことが困難となっているお客様からお申し出があった場合、支払
いに関するご相談に応じます。 

■交野市 水道局 
TEL：072-891-0016 

 

●公共料金の支払 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

電気・ガスなど公共料金の支払
いが困難な方の相談窓口 

申請により支払い期限の延長が認められる場合があります。詳細は各契約事業者に
ご連絡ください。 

■大阪ガス TEL：0120-078-071 
■関西電力 
 （電気） TEL：0800-777-8810 
 （ガス） TEL：0800-777-7109 
■NHK 大阪中央営業センター 
 TEL：06-6937-9000 

 

●届出期間の延長 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

転入・転居届等の届出期間緩和 

転入、転居、転出、世帯変更などの届出は、事由が生じた日から１４日以内のお手
続きが必要ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために外出を控えておられ
る場合等の取り扱いとして、当分の間、１４日を過ぎたのちでも「正当な理由」が
あったものとして、通常通りお手続きいただけます。 

■交野市 市民課 
TEL：072-892-0121 

 

●相談窓口①  健康に関すること 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

新型コロナ受診相談センター
（帰国者・接触者相談センタ
ー） 

疑わしい症状がある場合、かかりつけ医に相談してください。夜間、休日やかかり
つけ医がいない方で新型コロナウイルス感染の疑いのある場合、医療機関を紹介し
ます。 

■大阪府 新型コロナ受診相談センター 
TEL：06-7166-9911 
  050-3531-5598（休日等時間外専用） 
fax：06-6944-7579 



●相談窓口①  健康に関すること 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

府民向け健康相談窓口 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う健康相談を受け付けます。 

■大阪府 健康医療部 
TEL：06-6944-8197 
FAX：06-6944-7579 
※午前 9 時～午後 6 時（土日祝も対応） 

厚生労働省 電話相談 厚生労働省が開設している新型コロナウイルスに係る電話相談の窓口です。 
■厚生労働省 
TEL：0120-565653 
※午前 9 時～午後 9 時（土日祝も対応） 

新型コロナ対策パーソナルサポ
ート 

LINE を通じて、一人ひとりの健康状態に応じた対処方法や、新型コロナウイルスに
関する情報の提供を行います。 

■大阪府 
LINE 公式アカウント 
「大阪府ー新型コロナ対策パーソナルサポート」
を友達登録 

 

●相談窓口②  不安やストレスに関すること 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

こころの健康相談統一ダイヤル 
不安やストレスに関するご相談に応じます。 
また、大阪府では LINE を使った相談も行っています。 
公式アカウント名「大阪府こころのほっとライン新型コロナ専用」 

■こころの健康相談統一ダイヤル（大阪府） 
TEL：0570-064-556 
午前 9 時 30 分～午後 5 時（土日祝を除く) 

新型コロナウイルス感染症関連 
SNS 心の相談（厚生労働省） 

新型コロナウイルス感染症の影響による心の悩みについて、チャット形式で相談で
きます。 

SNS 心の相談ホームページ 

働く人の悩みホットライン 
職場、暮らし、家族、将来設計など、働くうえでのさまざまな悩みに専門の相談員
が応じます。 

■一般社団法人日本産業カウンセラー協会 
TEL：03-5772-2183 
午後 3 時～午後 8 時 （日曜日・祝日除く） 

子ども子育て総合相談窓口 

妊娠・出産・子育ての身近な相談窓口として、「子ども子育て総合相談窓口」を設置
しています。 
妊娠中の人や子どもとその保護者を対象に、子育てに関する悩みや不安なことにつ
いて、保健師・保育士などが無料で相談に応じます。また、相談内容により必要な
情報提供や支援機関の紹介を行います。一人で悩まず、気軽にご相談ください。 

（保健師・助産師等へのご相談） 
■交野市 健康増進課 
TEL：072-893-6405 
（保育士等へのご相談） 
■交野市立地域子育て支援センター 
TEL：072-810-8270 



●相談窓口②  不安やストレスに関すること 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

助産師による無料電話相談 妊娠・出産・子育てに関して、助産師が無料で電話相談を受け付けています。 
■一般社団法人大阪府助産師会 
TEL：06－6775－8894 
※午前 9 時～午後 5 時（土日祝を除く） 

妊産婦こころの相談センター 

妊娠中や産後には『急にイライラする』『なぜだか涙が出てしまう』など、こころが
不安定になることがあります。専門の相談員がお話を伺い、必要な支援を一緒に考
えます。妊産婦のご家族やパートナーからの相談も可能です。 
当窓口は、大阪府が大阪府妊産婦こころの相談センターに委託して開設しています。 

■大阪府 妊産婦こころの相談センター 
TEL：0725-57-5225 
※月〜金曜日 午前 10 時〜午後４時(祝日除く) 

 

●相談窓口③  家庭内の問題に関すること 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

DV 等に関する相談 

（女性のための相談） 

ＤＶ、夫婦・家庭内の問題等について、女性相談員がご相談に応じます（事前予約

が必要） 

 

【日時】毎月第１水曜日 午後２時～午後５時 定員 3 名（各５０分以内） 

    （第１水曜日が祝日の場合は、日を変えて実施します（令和３年５月・11

月は第１金曜日に実施）） 

※DV 相談に関しては、随時、市職員もご相談に応じます。 

■交野市 人権と暮らしの相談課 

TEL：072-817-0997 

児童虐待相談 

子どもを虐待してしまう、又はしてしまいそうだと感じた時は、ひとりで悩まずに

相談してください。 

また、虐待を発見したとき、虐待かもしれないと思ったときもご連絡ください。 

■交野市子育て支援課 

TEL：072-810-8310（直通） 

TEL：072-893-6406 

■大阪府中央子ども家庭センター 

TEL：072-828-0190 

※午前 9 時～午後 5 時 45 分（土日祝を除く） 

■夜間休日虐待通告専用電話 

TEL：072-295-8737 

※月曜日～金曜日 午後 5 時 45 分～午前 9 時 

 土曜・日曜・祝日・年末年始 24 時間対応 



 

●相談窓口④  子どもの悩み相談に関すること（子ども対象） 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

大阪府 子どもの悩み相談フリ
ーダイヤル 

子どもからの悩み相談を 24 時間 365 日受け付けます。 
■大阪府 福祉部 中央子ども家庭センター 
TEL：0120-7285-25（土日祝含む終日） 

 

●相談窓口⑤  生活全般に関すること 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

新型コロナウイルスに関する総
合電話相談（法律相談） 

労働問題、経営問題、貧困問題、家庭問題、消費者問題、学校の問題、差別の問題
等、新型コロナウイルスに関する法律問題全般のご相談に応じます。 

■大阪弁護士会 
TEL：06-6364-2046 
※午前 10 時～午後 4 時（土日祝を除く） 

消費生活に関する相談 
悪質商法等、契約に関するご相談に消費生活専門相談員が応じます。（予約不要） 
【日時】月～金曜日 午前 9 時 30 分～午後０時、午後０時４５分～午後 4 時 

■交野市 消費生活センター 
TEL：072-891-5003 

人権相談 
■人権相談員による人権なんでも相談 
人権に関する全般のご相談を受け付けます。（予約不要） 
【日時】月・水・金曜日 午後１時～午後３時 

■交野市 人権と暮らしの相談課 
TEL：072-817-0997 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 以下は、終了したもの ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【給付】 
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
（ひとり親世帯分） 

【対象者】 
次の(1)～(3)のいずれかに該当する方 
(1)令和３年４月分の児童扶養手当が支給される方 
(2)公的年金等を受給しており、令和３年４月分の児童扶養手当の支給が全額停止さ
れる方 
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、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 
 
【支援内容】 
児童１人当たり一律５万円 
 
※給付には要件があります。詳細につきましては、ホームページをご確認ください。 

■交野市 子育て支援課 
TEL：072-893-6406 

【給付】 
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
（ひとり親世帯以外分） 

【対象者】 
(1)令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けており、令和３
年度の住民税均等割非課税である方 

(2)（１）以外で、対象児童（平成１５年４月２日から令和４年２月２８日生まれ、
障がい児については２０歳未満）の養育者で、以下のいずれかに該当する方 
  ア）令和３年度の住民税均等割非課税 

   イ）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月１日以降の家計 
が急変し、令和３年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情に
あると認められる方 

※（１）（２）いずれも、ひとり親世帯分の同給付金を受給した方を除く 
 

【支援内容】 
児童１人当たり一律５万円 
 
※給付には要件があります。詳細につきましては、ホームページをご確認ください。 

■厚生労働省コールセンター 
TEL：0120-811-166 
 
■交野市 市民課 
TEL：072-892-0121 
 
■交野市 子育て支援課 
TEL：072-893-6406 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【給付】 
令和 3 年度子育て世帯への臨時
特別給付金 

【対象者】 
次の(1)〜(3)のいずれかに該当する方 
(1)高校生等を養育している保護者 
(2)児童手当（本則給付）を受給している公務員 
(3)令和３年１２月１日以降に新生児の児童手当の申請をした保護者 
 
【支援内容】 
新型コロナウイルス感染症が長期化し、その影響を受けた子育て世帯を支援する観
点から給付金を支給する制度です。 
 
支給額：対象児童 1 人につき、10 万円 
※1 令和 3 年 9 月分の児童手当を受給している方（公務員を除く）は、令和 3 年
12 月 27 日に支給済みです。 
※2 給付には要件があります。詳細につきましては、ホームページをご確認くださ
い。 

■交野市 臨時特別給付金推進室 
TEL：0120-092-191 (フリーダイヤル） 
 
受付時間：午前９時００分から午後５時３０分 
（土・日曜日・祝日を除く） 

【給付】 
令和 3 年度 子育て世帯（離婚
家庭等の方）への臨時特別給付
金（支援給付金） 

【対象者】 
１．令和３年９月分の児童手当（本則給付）の受給者でなかったが、令和４年３月

分の児童手当（本則給付）の受給者になった方 
 
２．令和３年９月３０日において高校生等（平成１５年４月２日から平成１８年４

月１日生まれ）を養育していなかったが、令和４年２月２８日時点において高
校生等を養育している方 

 
３．その他上記に準ずる方（ＤＶ特例の手続きを行っておらず給付金の支給先が変

更されていない場合や、基準日より後に海外から帰国し児童手当の受給者とな
った場合等） 

 
【支援内容】 
国において、離婚等で現に児童を養育しているにもかかわらず「子育て世帯臨時

特別給付金」を受け取れない方に対しても支給ができるように見直しされました。 
 
【支給額】 
 対象児童一人につき 現金１０万円 
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていた場合等はその額を差し引い
た額 

  
※詳細につきましては、ホームページをご確認ください。 

■交野市 臨時特別給付金推進室 
TEL：0120-092-191 (フリーダイヤル） 
 
受付時間：午前９時００分から午後５時３０分 

（土・日曜日・祝日を除く） 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

 
 
 
【給付】 
新生児臨時特別給付金 

【対象者】 
令和 2 年 4 月２８日から令和３年３月３１日までの間に生まれた新生児 ※申請
者は対象者の母親 
 
【支援内容】 
国の「定額給付金」の対象とならない新生児の子育てを支援するため給付金を支給
します。 
■給付額 対象の新生児 1 人につき、１０万円 
 
【申請締切】 
令和３年４月３０日まで（当日消印有効） 
 
※給付には要件があります。詳細につきましては、ホームページでご確認ください。 

■交野市 市民課 
TEL：072-892-0121 

【給付】 
特別定額給付金  

【対象者】 
４月２７日(基準日)に、住民基本台帳に記録されているすべての人（外国人登録を含
む） 
 
【支援内容】 
給付対象者１人につき１０万円の特別定額給付金を支給しています。 
申請書は、５月 25 日より順次世帯主あてに郵送します。 
※オンライン申請は、5 月 1 日より開始しています。 
 
【申請締切】 
 令和 2 年 8 月 31 日（当日消印有効） 

 
 
■交野市（代表電話） 
TEL：072-892-0121 
 
※特別定額給付金推進室は、10 月末で業務を終
了しました。 

 
 
【免除】 
水道及び下水道の基本料金の免
除 

【対象者】 
市内在住者及び市内に所在を置く事業所 
 
【支援内容】 
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う生活支援として、また、「新しい生活様式」
の一環である「手洗い」推進のため、水道及び下水道の基本料金を４か月分免除し
ます。※手続きは不要です。 
■免除対象期間 奇数月検針地区：７・９月検針分 偶数月検針地区：８・１０月
検針分 

■水道局 総務課 
TEL:072-891-0016 

★市独自 

★市独自 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【給付】 
令和 2 年度子育て世帯への臨時
特別給付金 

【対象者】 
令和 2 年 4 月分（3 月分を含む）の児童手当を受給している方 
 
【支援内容】 
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の
一つとして、児童手当を受給する世帯に対して臨時特別の給付金（一時金）を支給
します 
■給付額 
対象児童 1 人につき、1 万円 ※手続きは不要です。 

■交野市 子育て支援課  
TEL：072-893-6406 

 
 
 
【給付】 
おりひめ子育て支援臨時特別給
付金給付事業 

【対象者】 
「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」の受給者 
 
【支援内容】 
国の制度である「令和２年度子育て世帯への臨時特別給付金」を交野市から受給す
る人に対して、給付金を支給します。 
■給付額 
対象児童１人につき、１万円 ※手続きは不要です。 

■交野市 子育て支援課 
TEL：072-893-6406 

 
 
 
学校教育活性化推進事業（修学
旅行増額分補助） 

【対象者】 
令和 2 年度において小学６年生及び中学３年生の保護者 
 
【支援内容】 
市立小中学校の修学旅行の延期等に係る保護者負担を軽減します。 
■給付額 
対象児童・生徒１人につき、上限５千円 

■交野市 指導課 
TEL：072-810-0522 

【給付】 
ひとり親世帯臨時特別給付金 
 

■基本給付（児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付（児童扶養
手当法に定める「養育者」の方も対象）） 
【対象者】下記の（１）～（３）のいずれかに該当する方 
（１）令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方 
（２）公的年金等を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が全額停
止される方（既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば令和２年６月分の児童扶養手当の支
給が全額停止又は一部停止されたと推測される方も対象となります） 
（３）新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、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 
【支援内容】１世帯５万円、第 2 子以降１人につき３万円 

■交野市 子育て支援課 
TEL：072-893-6406 

★市独自 

★市独自 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

 
ひとり親世帯臨時特別給付金
（基本給付）再支給  

 
■追加給付（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少
している方への給付） 
【対象者】 
上記、基本給付金対象の（１）または（２）に該当する方のうち、新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方 
【支援内容】１世帯５万円 
 
■手続きについて 
対象と思われる方には７月末までに案内を送付します。 
（１）に該当する方・・・基本給付は申請不要、追加給付は申請必要 
（２）（３）に該当する方・・・基本給付、追加給付ともに申請必要 
申請受付は、児童扶養手当現況届受付期間（８月３日〜３１日）に行います。 

【給付】 
学生支援緊急給付⾦ 
 

【対象者】 
家庭から⾃⽴していて、アルバイト収⼊により学費等を賄っている国公私⽴⼤学（大
学院含む）・短大・高専・専門学校（日本語教育機関を含む）の学⽣等のうち、新型
コロナウイルス感染症による影響でアルバイト収入が減少し、大学等での修学の継
続が困難になっている方 
 
【支援内容】 
新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な
減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等で
の修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないように給付
金を支給します。 
■給付額 
住⺠税⾮課税世帯の学⽣ 20 万円 
上記以外の学生 10 万円 

■在学する学校 
※申請は各学校において受付します 



●給付金・貸付金 

支援制度の名称 対象者及び支援内容 問い合わせ先 

【給付】 
住民税非課税世帯等に対する臨
時特別給付金 

【対象者】 
１. 住民税非課税世帯 

基準日（令和３年１２月１０日）において、世帯全員の令和３年度分の住民税
均等割が非課税である世帯 

     ※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きます。 
 
２．家計急変世帯 

１.の住民税非課税世帯の対象者以外の方で、令和３年１月以降、新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様
の事情にあると認められる世帯 

 
【支援内容】 
 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した
人々が速やかに生活・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１０万円の現金を給付します。 
 
※詳細につきましては、ホームページをご確認ください。 

■交野市 臨時特別給付金推進室 
TEL：0120-092-191 (フリーダイヤル） 
 
受付時間：午前９時００分から午後５時３０分 

（土・日曜日・祝日を除く） 
 
 
■内閣府コールセンター (制度についてのお問
い合わせ） 
TEL：0120-526-145 (フリーダイヤル） 
 
受付時間：午前９時 00 分から午後８時００分 

（土・日曜日・祝日を含む） 

 


