
大阪コロナ追跡システムについて
◆ウイルスとの「共存」を前提とし、感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両立を図るため、府民・事業者の皆様

に感染拡大防止に取組んでいただくことと併せ、感染者が発生した場合に、感染者と接触した可能性のある方を追

跡することができるシステムを構築。

◆不特定多数の人が集まる施設やイベントを対象に、QRコードを活用し、感染者との接触の可能性がある利用者に、

メールで注意喚起を行い、行動変容を促すとともに、クラスターの発生のおそれを早期に感知することで、感染拡大

を防ぐ仕組み。

不特定多数の方が参加するイベント

※ただし、屋外の場合は会場やエリアを限定して入退場を管理しているもの
対象イベント

飲食店及び緊急事態宣言時に休止要請をしていた施設で、

不特定多数の方が利用する施設 （劇場、映画館、テーマパークなど）
対象施設

５月29日（金）より運用開始

5月29日（金）から「飲食店以外」の施設、６月１日（月）から全対象施設でスタート

（対象外施設） 休業要請していなかった施設（スーパーや理美容店など）
休業要請していた施設のうち不特定多数でない施設（大学、学習塾など）
※ ただし、これらの施設についても運用状況を見て、７月末までに適宜見直しを行う。
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大阪コロナ追跡システムへの登録方法➀

◆事業者の皆様は、大阪府のホームページから施設情報を登録（５月2９日９時から登録可）。

１施設（１イベント）ごとにQRコードが発行されるので、印刷し、目立つ場所に掲示していただく。

◆利用者の皆様は、施設やイベント会場に掲示されているQRコードを読み込み、メールアドレスを登録。

なお、メールアドレスは大阪府が適正に管理。（登録から2ケ月後に消去）

【掲示物イメージ】

フリップ②



大阪コロナ追跡システムへの登録方法②

数分で簡単に
登録可能！

◆入力項目
・施設名
・種別
・席数/面積
・所在地
・電話番号
・メールアドレス
・パスワード

◆入力項目
・メールアドレス

※ USJでも営業再開を機に、
「大阪コロナ追跡システム」の
導入を決定
入口及び園内各飲食店等で
実施

フリップ③



◆利用者の感染が判明した場合、施設の業態や規模に応じた基準に基づき、『同じ日に』、『同じ施設にいた』、QR登

録者に注意喚起（アラート）のメールを一斉送信。

◆クラスターが発生またはおそれがある場合、『クラスターが発生したと考えられる日に』、『その施設にいた』、QR登録

者に新型コロナ受診相談センターへの相談を促すメールを一斉送信。

施設において感染者が判明した時の一斉送信の仕組み

あなたが立ち寄られた施設を、新型コロナウイルスの感染が
後日判明した方が、あなたと同じ日に利用されていたのでお
知らせします。

このお知らせは、必ずしもあなたが感染者の近くにおられたこ
とを意味するものではありませんが、念のため、体調管理に
ご注意ください。

＜お願い＞
本件に係るお問い合わせは、下記のホームページをご覧ください。
【大阪コロナ追跡システム：https/・・・・・】

感染者が特定されるおそれがあるため、施設名や日時はお伝えできま
せんのでご理解ください。
（問い合わせいただいてもお答えすることができません）

注意喚起（アラート）メールの内容

●月●日●時●分に、あなたが立ち寄られた●●施設に

おいて、新型コロナウイルスのクラスター（集団感染）

が疑われる事案が発生しました。

このことが必ずしも、あなたの新型コロナウイルスへの感染を意

味するものではありませんが、症状の有無にかかわらず、お

近くの「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）」にご相談ください。

本件に係るお問い合わせは、下記のホームページをご覧ください。

【大阪コロナ追跡システム：https/・・・・・・・】

クラスター発生時の連絡メールの内容
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◆感染者と『同じ日に』、『同じ施設にいた』QR登録者に対し、注意喚起（アラート）メールを一斉送信する際、より

精度の高いアラートを発出するため、施設の業態や規模に応じたアラート基準を以下のとおり設定。

◆アラート基準や対象施設は６月１日からの試行実施とし、運用状況を見極めて７月末までに見直しを検討。

施設におけるアラート基準の考え方➀

基準 対象 施設種別

座席数 面積

100席
未満

100席
以上

1,000㎡
未満

1000㎡
～1万㎡

1万㎡
以上

レベル
Ａ

◆全国でクラスターが発生した施設
（5/23時点で特措法により休止
要請していた施設）

＜座席＞
・スナック、バー、パブ
・キャバレー等接待を伴う飲食店
＜面積＞
・ライブハウス、カラオケボックス、スポーツクラブ

１人 ２人 １人 ２人 －

レベル
Ｂ

◆クラスター類似施設など、比較的
リスクの高い施設
（5/23時点で休止要請を解除
した施設）

◆飲食店

＜座席＞
・飲食店
＜面積＞
・体育館、ボウリング場、屋内運動施設
・ダンスホール、性風俗店
＜面積：1000㎡超＞
・テーマパーク、遊園地
・個室ビデオ、ネットカフェ、場外馬券場等

２人 ３人 ２人 ３人 5人

レベル
Ｃ

◆上記以外の施設で当該システム
の対象施設

（5/16時点で休止要請を解除した
施設）

＜座席＞
・劇場、映画館
＜面積＞
・百貨店、その他の小売店
・ホテル、集会所（ただし集会の用に供する場所）
・旅行代理店、その他のサービス業 等

３人 ４人 ３人 ４人 5人
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陽性
判明

◆例えば、ある時点で陽性が判明した人が２人（A、B）いる場合の事例。

◆Aは、百貨店（レベルC、アラート基準３人）とレストラン（レベルB、アラート基準２人）を利用。

Bは、カラオケ（レベルA、アラート基準１人）とAと同じレストラン（レベルB、アラート基準２人） を利用。

◆カラオケとレストランのみ、アラート基準を満たすため、同じ日に利用していたQR登録者にアラートメールを送信。

施設におけるアラート基準の考え方②

百貨店
1,000㎡未満

カラオケのQR登録者

レストラン
100席未満

陽性
判明

カラオケ
1,000㎡未満

百貨店のQR登録者 レストランのQR登録者

アラート
発動アラート

発動
アラート
発動なし

A

B

レベルA
アラート基準１人

レベルC
アラート基準３人

レベルB
アラート基準２人

大阪コロナ
追跡システム

×

フリップ⑥



休業要請外支援金の募集を開始しています

本日（5月27日）よりＷＥＢ事前受付中

府の専用ＨＰから必要事項を入力・登録

WEB事前受付完了・受付番号交付

申請書に必要な添付書類を添えて、6月30日
（当日消印有効）までに郵送で提出

👉大阪府行政書士会（事前確認紹介専用ダイヤル）
TEL：050-3503-4056（6月1日11時開設）
①自動音声が流れますので必要事項を答えてください

②後日、担当者から連絡します

専門家による申請書の事前確認制度の創設

申請がスムーズに行えるよう、行政書士等の
専門家による「書類の確認や相談」を行う

目的

対象 個人事業主

費用
府が負担。 ただし、事前確認以外の業務を依頼
した場合は申請者の負担となります。

行政書士は、こちらで探してください▶
「休業要請外支援金コールセンター」開設

電話 0570-200-308

時間 午前９時から午後７時まで（土日を含む毎日）

専門家

休業要請支援金の支給対象外の中小法人及び個人事業主に対し、府独自制度として、家賃等の固定費を支援

審査・支援金の支給（６月中旬から支給開始）

個人事業主が依頼して、事前確認することに同意した
行政書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士

詳しくは、こちらで検索してください

☜大阪府 休業要請外支援金
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大手コンビニ３社との連携で「大阪応援企画」を実施

府とセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンが連携し、
「大阪応援企画」を実施します。

・大阪産(もん)生産者を応援するため、コンビニエンスストアが強みをもつ「中食」※で、
大阪産(もん)を使用したメニューを企画し、販売

・大手3社がそろって自治体と連携し、共に企画を作り上げるのは全国初

【合同発表会】
・日時：令和２年５月27日（水） 1６時１５分～
・場所：大阪府庁本館 地下 食堂
・出席者：
大阪府副知事 山野 謙
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 執行役員 飯沼 一丈
株式会社ファミリーマート オフィサー 関西リージョン部長 畑口 力也
株式会社ローソン 理事執行役員 大阪・和歌山営業部部長 楠本 一雄

※総菜や弁当などの調理済み食品を自宅で食べること。
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9

「大阪応援企画」 大阪産 (もん )商品

①泉州玉ねぎ入り
チキンカツカレー
発売日：6月2日(火)
価 格：498円(税込)

②みかんジュースの
ブラマンジェ
発売日：6月2日(火)
価 格：228円(税込)

①泉州産たまねぎ使用
GOOODOG!トマトオニオン
（ハラペーニョ入り）
発売日：5月28日(木)
価 格：298円(税込)

④泉州産たまねぎ使用
炒飯おにぎり
発売日：6月30日(火)
価 格：135円(税込)

③オニオンチーズブレッド
泉州産たまねぎ使用
発売日：5月28日(木)
価 格：140円(税込)

②泉州産たまねぎ使用
モダン焼
発売日：5月28日(木)
価 格：550円(税込)

②鶏団子と大阪産小松菜の春雨スープ
発売日：6月2日(火)
価 格：324円(税込)

大阪なす
大阪産小松菜

①鉄鍋炒めチャーハン
（麻婆茄子）
発売日：6月2日(火)
価 格：550円(税込)

販売店舗：
大阪府内 288店舗

販売店舗：近畿2府4県 約2,400店舗

販売店舗：近畿2府4県 約2,600店舗

泉州玉ねぎ
大阪みかん

泉州玉ねぎ

近畿2府4県のセブン‐イレブン、
ファミリーマート、ローソンで販売

◆特濃ミルク8.2
大阪産蜂蜜バター
発売日 ：6月17日(水)
価 格 ：204円(税込) 

大阪産はちみつ

も っ と 大 阪 応 援 ！ タ イ ア ッ プ 企 画

◆右記の4商品の売り上げ１つに
つき１円を 「子ども輝く未来基金」
へ寄附

◆対象商品の購入やローソン公式
Twitterのリツイートで大阪にまつわる
豪華景品が当たるキャンペーンを実施
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