
【中部地域（⼤阪市を除く）】府内市町村等におけるフードドライブ活動の受取窓⼝の⼀覧について（令和４年度予定）

施設・イベント名 受付場所 住所 詳細

守口市 一般社団法人
ヒューマンワークアソシエーション くらしサポートセンター守口

守口市京阪本通2丁目5番5号
守口市役所 6階南エリア

■常設
平日 9時から17時30分

・穀類（お⽶、麺類、⼩⻨等）
・保存食（缶詰、瓶詰等）
・乾物（のり、豆）
・調味料各種、⾷⽤油
・インスタント食品、レトルト食品
・飲料（ジュース、コーヒー、お茶等）
・ギフトパック（お歳暮、お中元等）

・常温保存が可能なもの
・賞味期限が１ヵ月以上あるもので賞味期限が明
記されているもの
・未開封のもの
・アルコール飲料は除く

https://www.yarukimit
ekure.com/moriguchi/d
onation/

枚方市商業連盟 商業連盟に加盟する協⼒店舗７か所 商業連盟に加盟する協⼒店舗７か所 市ホームページ参照 市ホームページ参照

枚方市 穂谷川資源循環センター 穂谷川資源循環センター 枚方市田口5-1-1 ■常設

市役所本庁 総合案内窓口 寝屋川市本町1番1号

保健福祉センター 総合案内窓口 寝屋川市池⽥⻄町28-22

産業振興センター 産業振興室 寝屋川市東⼤利町2-14

東大阪市 東大阪市環境部
循環社会推進課 第41回消費生活展 東⼤阪市⽴消費⽣活センター 東大阪市岩田町５丁目７番３６号 ■単発的

令和４年10⽉29⽇（⼟）
米、麺類、調味、缶詰、インスタント食品、お
菓子、乾物類など

・賞味期限が記載されていて、賞味期限が２か月
以上あるもの
・未開封で包装が破れていないもの
・常温保存可能なもの
・アルコール、野菜、瓶詰のものは不可

市役所本館 四條畷市市⺠⽣活部⽣活環境課

市役所東別館 四條畷市消費生活センター

四條畷市北出町3-1

市役所別館 ２階 環境衛生課窓口 交野市私部1-1-1

ゆうゆうセンター（保健福祉総合セン
ター） 福祉総務課窓口 交野市天野が原町5-5-1

星田会館 市⺠サービスコーナー 大阪府交野市星田３丁目４３

環境事業所 環境総務課窓口 交野市私部⻄3-3-1

※おおさか食品ロス削減パートナーシッ
プ事業者分と重複

四條畷市中野本町1-1
■常設

四條畷市社会福祉協議会

■常設
平日 9時から17時30分

・インスタント・レトルト⾷品（冷蔵・冷凍品は
除く）
・缶詰
・パスタなどの乾物
・お米（白米、玄米、アルファ米）
・コーヒー、お茶などの嗜好品
・醤油、味噌、砂糖などの調味料
・飲料（アルコール飲料を除く）
・お菓子
・乳児用食品
・健康食品など

https://www.city.neya
gawa.osaka.jp/organiz
ation_list/kankyo/kank
ou_soumu/gomigennry
ou/gomigennryoupuroj
ekuto/1498806937773
.html

関連URL

未開封で賞味期限が１か月以上残っている
常温保存可能な食品
・インスタント食品
・レトルト食品
・缶詰
・調味料
・飲料
・菓子
・食用油
・粉もの

【対象外食品】
賞味期限が明記されていないものや賞味期限まで
⼀定期間を切っている⾷品、開封されたもの、⽣
鮮食品（肉、魚、野菜など）アルコール類など

https://www.city.hirak
ata.osaka.jp/00000462
13.html

・包装・外装が破損していない未開封のもの。
・塩・砂糖は、未開封であれば賞味期限の表示が
なくても可。⽶は国産⽶で精⽶から2年以内のも
の。
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）は対象外

枚方市

窓口の実施主体 窓口の設置場所 対象食品
(詳細は関連URL等でご確認ください。）

備考
（注意事項など）市町村名

■常設 未開封賞味期限１カ月以上（確認できるこ
と）

https://www.city.katan
o.osaka.jp/docs/20210
42800043/

・お米(白米・玄米)
・乾麺(パスタ・素麺等)
・調味料(醤油・塩・⾷⽤油・砂糖等)
・缶詰・レトルト・インスタント食品
・粉ミルク・ベビーフード・お菓子
・乾物類(のり・わかめ等)  など

[対象外]
・賞味期限が１ケ⽉を切っているもの
・開封されているもの
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
・アルコール（みりん・料理酒のぞく）

https://www.city.shijo
nawate.lg.jp/soshiki/13
/13013.html

寝屋川市 寝屋川市

交野市 交野市

四條畷市 四條畷市

https://www.yarukimit
https://www.city.neya
https://www.city.hirak
https://www.city.katan
https://www.city.shijo


（おおさか⾷品ロス削減パートナーシップ制度の登録順）

住所

ダイエー四条畷店・イオンフードスタイル ⼤東市北楠ノ⾥町24-20 https://www.daiei.co.jp/stores/d0228/

ダイエーくずはモール店・イオンフードスタイル 枚⽅市楠葉花園町15-1 https://www.daiei.co.jp/stores/d0240/

ダイエーグルメシティ住道店 大東市赤井1-4-3 https://www.daiei.co.jp/stores/d0723/

グルメシティ野崎店 大東市南津の辺町24-2 https://www.daiei.co.jp/stores/d0809/

ダイエー大和田店 ⾨真市野⾥町10-4 https://www.daiei.co.jp/stores/d0818/

グルメシティ⻑瀬店 東⼤阪市⼩若江2-8-31 https://www.daiei.co.jp/stores/d0829/

グルメシティ八尾店 八尾市永畑町3-1-30 https://www.daiei.co.jp/stores/d0838/

イオンフードスタイル瓢箪山店 東大阪市瓢箪山町4番24号 https://www.daiei.co.jp/stores/d0881/

【フードドライブ】

ながお店 枚⽅市⻑尾元町2-6-10 毎⽉末週の⽇〜⼟曜⽇
営業時間内 【営業時間】

⻄くずは店 枚⽅市⻄船橋1-71-5
【カレンダー】 店舗︓

枚方公園店 枚方市高塚町25-25
https://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/

忍ヶ丘店 四條畷市岡山東1丁目1番11号
組合員会館︓

星ヶ丘店 枚方市星丘3-16-5昴2番館1階
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_
kumiai.html

枚方組合員会館 枚方市大垣内町3-3-1 毎⽉末の⽉〜⾦曜⽇
営業時間内 【フードドライブ】

【カレンダー】

おおさかパルコープの
施設以外

※府内市町村等と重複

施設名（及び受付場所）

株式会社ダイエー

【中部地域（⼤阪市を除く）】おおさか⾷品ロス削減パートナーシップ事業者におけるフードドライブ活動の受取窓⼝の⼀覧について（令和4年度予定）

パートナーシップ
事業者名

アルコール類（みりん・料理酒は除く）や
手作りの品は対象外

①未開封のもの（ 外装が破損してないもの）
② 賞味期限が1ヵ月以上残っているもの
③ 常温保存のもの（冷凍・冷蔵⾷品以外）
④製造者または販売者が表示されているもの
⑤成分またはアレルギー表示のあるもの

通年
※収集時間は店舗によって異なりま
す。

窓口の設置場所（大阪府内） 受付日時 対象食品
（詳細は関連ＵＲＬ等でご確認ください。）

備考
（注意事項など）

関連URL

-

https://www.palcoop.or.jp/au
_ji/kodomoshokudou/fooddriv
e.html

生活協同組合
おおさかパルコープ

https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/fooddrive.html

「コープ深阪店」以外の店舗

（店舗サービスコーナー付近に
常設している専用のボックスにて
受け付け）

営業時間内ならいつでも
※年末の繁忙期除く

店舗
(サービスカウンター横など）

⼤阪いずみ市⺠
生活協同組合 コープ若江店 東⼤阪市若江東町3-4-43

寝屋川組合員会館

組合員会館
（入口スペースなど）

寝屋川市⼤利町20-21

https://www.palcoop.or.jp/au
_ji/kodomoshokudou/fooddriv
e.html

＜ご提供いただきたい食品の条件＞
1.常温保存のもの（⽣鮮・冷蔵・冷凍⾷品以外）
（アルコールはみりん・料理酒以外不可）
2.賞味期限が記載されていて、期限が2か月以上あ
るもの（砂糖・塩・お米はこれに限りません）
3.未開封で包装や外装が破れていないもの
4.製造者または販売者が表示されているもの
5.成分またはアレルギー表示のあるもの

＜受け付けている⾷品例＞
⽶、乾物、乾麺、調味料（みりん・料理酒含む）、
⽸詰、インスタント⾷品、レトルト⾷品（冷凍・冷蔵
品除く）、フリーズドライ食品、海苔、ふりかけ、菓
⼦、緑茶、コーヒー、粉ミルク、離乳⾷、飲料（アル
コール類除く）、ギフトパック（お歳暮、お中元等、
贈答品の余剰等）など

＜受付できない食品＞
・賞味期限が2か⽉を切っている⾷品
・開封されているもの、包装が破れているもの
・⽣鮮・冷凍・冷蔵⾷品
・アルコール類（みりん、料理酒除く）
・自家製のもの

【店舗営業時間】
https://www.izumi.coop/shopping/shop/

常温品
・お米（白米・玄米・アルファ米）
・パスタ、素麺などの乾麺
・缶詰・レトルト食品・インスタント食品
・のり・お茶漬け・ふりかけ
・粉ミルク・離乳⾷・お菓⼦
・調味料（醤油・⾷⽤油・味噌など）

https://www.izumi.coop/activity/life/chiikishien.html

https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/foodd
rive.html

【取り扱い不可】
・冷蔵⾷品、冷凍⾷品、農産品（お⽶除く）
・賞味期限が明記されていない食品
・賞味期限が切れている⾷品
・賞味期限が1ヵ⽉を切っている⾷品
・開封されているもの
・生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）
・アルコール（みりん、料理酒は除く）

https://www.daiei.co.jp/stores/d0228/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0240/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0723/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0809/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0818/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0829/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0838/
https://www.daiei.co.jp/stores/d0881/
https://www.palcoop.or.jp/shopping/shop/
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/au_ji_iti_
https://www.palcoop.or.jp/au
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/fooddrive.html
https://www.palcoop.or.jp/au
https://www.izumi.coop/shopping/shop/
https://www.izumi.coop/activity/life/chiikishien.html
https://www.palcoop.or.jp/au_ji/kodomoshokudou/foodd

