
【第６期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項配架場所（大阪市）】

※各配架場所において、本協力金に関するお問い合わせ等には対応しておりません。

　お問い合わせは、「大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター（06-7166-9987）」

　へお願いいたします。

※配架部数には限りがありますので、ご了承ください。

配架場所 所在地 日時

大阪市北区役所 １階案内所 大阪市北区扇町２－１－27

大阪市都島区役所　 大阪市都島区中野町２－16－20

大阪市福島区役所　 大阪市福島区大開１－８－１

大阪市此花区役所 １階配架コーナー　 大阪市此花区春日出北１－８－４

大阪市中央区役所 １階ロビー　 大阪市中央区久太郎町１－２－27

大阪市西区役所 １階配架コーナー　 大阪市西区新町４－５－14

大阪市港区役所　 大阪市港区市岡１－15－25

大阪市大正区役所 ２階さわやか広場内情報コーナー 大阪市大正区千島２－７－95

大阪市天王寺区役所 １階区民情報コーナー　 大阪市天王寺区真法院町20－33

大阪市浪速区役所 １階区民情報コーナー　 大阪市浪速区敷津東１－４－20

大阪市西淀川区役所 １階区民情報コーナー 大阪市西淀川区御幣島１－２－10

大阪市淀川区役所 １階正面入口右側机上 大阪市淀川区十三東２－３－３

大阪市東淀川区役所 3階31番窓口　 大阪市東淀川区豊新２－１－４

大阪市東成区役所 １階ロビー　 大阪市東成区大今里西２－８－４

大阪市生野区役所 １階ロビー　 大阪市生野区勝山南３－１－19

大阪市旭区役所　 大阪市旭区大宮１－１－17

大阪市城東区役所 １階総合案内　 大阪市城東区中央３－５－45

大阪市鶴見区役所 １階情報コーナー　 大阪市鶴見区横堤５－４－19

大阪市阿倍野区役所　 大阪市阿倍野区文の里１－１－40

大阪市住之江区役所 大阪市住之江区御崎３－１－17

大阪市住吉区役所 １階庁内案内 大阪市住吉区南住吉３－15－55

大阪市東住吉区役所　 大阪市東住吉区東田辺１－13－４

大阪市平野区役所 １階ロビー　 大阪市平野区背戸口３－８－19

大阪市西成区役所 １階総合案内 大阪市西成区岸里１－５－20

大阪市梅田サービスカウンター
北区梅田1丁目大阪駅前

ダイヤモンド地下街5号

（ディアモール大阪B1）

大阪市難波サービスカウンター 中央区難波1丁目9番7号

（地下鉄なんば駅構内B1）

大阪市天王寺サービスカウンター 天王寺区堀越町アベノ地下街6号

（あべちかB1）

大阪市市民情報プラザ

(大阪市役所本庁舎内)
大阪市北区中之島1丁目3番20号

月～金

9:00～17:30

（土、日、祝日除く）

マイドームおおさか 大阪市中央区本町橋2番5号

月～金

8:00～19:00

土、日、祝日

8:00～19:00

月～金

9:00～17:30

（土、日、祝日除く）

月～金

9:00～19:00

土、日、祝日

10:00～19:00
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【第６期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項配架場所（大阪市以外）】

※各配架場所において、本協力金に関するお問い合わせ等には対応しておりません。

　お問い合わせは、「大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター（06-7166-9987）」へお願いいたします。

※配架部数には限りがありますので、ご了承ください。

配架場所 所在地 日時（全て、土・日・祝日除く）

堺市 産業政策課窓口（堺市役所高層館7階） 堺市堺区南瓦町３番１号 ９：００～１７：３０

岸和田市 産業政策課窓口（岸和田市役所別館４階） 岸和田市岸城町７番１号 ９：００～１７：３０

豊中市

産業振興課窓口（豊中市本庁第一庁舎５階）

本庁第一庁舎１階受付

本庁第二庁舎１階受付

豊中市中桜塚３丁目１番１号　 ９：００～１７：００

池田市 商工労働課窓口　（池田市役所７階） 池田市城南１丁目１番１号 ８：４５～１７：１５

吹田市 地域経済振興室窓口（吹田市役所低層棟3階316番窓口） 吹田市泉町１丁目３番40号 ９：００～１７：３０

泉大津市 地域経済課窓口（泉大津市役所４階） 泉大津市東雲町９番12号 ８：４５～１７：１５

高槻市 産業振興課窓口（高槻市役所総合センター９階） 高槻市桃園町２番１号 ８：４５～１７：１５

貝塚市 商工観光課窓口（貝塚市役所２階本館） 貝塚市畠中１丁目17番１号 ８：４５～１７：１５

守口市 地域振興課窓口（守口市役所５階南エリア） 守口市京阪本通２丁目５番５号 ９：００～１７：３０

枚方市 商工振興課窓口（枚方市役所別館３階事業者支援総合相談窓口） 枚方市大垣内町２丁目１番20号 ９：００～１７：３０

茨木市 商工労政課窓口（茨木市役所本館７階） 茨木市駅前３丁目８番13号 ８：４５～１７：１５

八尾市
総合案内窓口（八尾市役所本庁舎１階）

産業政策課窓口（八尾商工会議所内）

八尾市本町１丁目１番１号

八尾市清水町１丁目１番６号 ８：４５～１７：１５

泉佐野市
本庁１階インフォメーション

まちの活性課窓口

泉佐野市市場東１丁目295番地の３

泉佐野市上町３丁目11番48号 ８：４５～１７：１５

富田林市 商工観光課窓口（富田林市役所４階） 富田林市常盤町１－１ ９：００～１７：３０

寝屋川市 産業振興センター１階窓口 寝屋川市東大利町２番１４号 ９：００～１７：３０

河内長野市 産業観光課窓口（河内長野市役所４階） 河内長野市原町１丁目１番１号 ９：００～１７：３０

松原市 産業振興課窓口（松原市役所６階） 松原市阿保１丁目１番１号 ９：００～１７：３０

大東市 産業経済室窓口（大東市役所東別館２階） 大東市谷川１丁目１番１号 ９：００～１７：３０

和泉市 商工観光担当窓口（和泉市役所八角棟１階） 和泉市府中町２丁目７番５号 ８：４５～１７：１５

箕面市 箕面営業室窓口（箕面市役所２階） 箕面市西小路４丁目６番１号 ８：４５～１７：１５

柏原市
教育センター１階産業振興課窓口

本館１階フロアマネージャー窓口

柏原市堂島町１番22号

柏原市安堂町１番55号
８：４５～１７：１５

羽曳野市 産業振興課窓口（羽曳野市役所本館２階） 羽曳野市誉田４丁目１番１号 ９：００～１７：３０

門真市
産業振興課窓口（門真市役所本庁舎別館３階）

門真市中小企業サポートセンター窓口

門真市中町１番１号

門真市新橋町３－４－103

９：００～１７：３０

１０：００～１８：００

摂津市 産業振興課窓口（摂津市役所新館４階） 摂津市三島１丁目１番１号 ９：００～１７：１５

高石市 経済課窓口（高石市役所別館３階） 高石市加茂４丁目１番１号 ９：００～１７：３０

藤井寺市 商工労働課窓口（藤井寺市役所６階68番窓口） 藤井寺市岡１丁目１番１号 ９：００～１７：３０

東大阪市 商業課窓口（東大阪市役所14階） 東大阪市荒本北１丁目１番１号 ９：００～１７：３０

泉南市 産業観光課窓口（泉南市役所別館２階） 泉南市樽井１丁目１番１号 ９：００～１７：３０

四條畷市
産業振興課窓口

※2/13までは四條畷市役所東別館１階、2/15以降は東別館２階
四條畷市中野本町１番１号 ８：４５～１７：１５

交野市 地域振興課窓口（交野市役所本庁２階） 交野市私部１丁目１番１号 ９：００～１７：３０

大阪狭山市 市民生活部産業振興・魅力創出グループ窓口(２階26番窓口)　 大阪狭山市狭山１丁目2384番地の１ ９：００～１７：３０

阪南市 まちの活力創造課窓口（阪南市役所１階４番窓口） 阪南市尾崎町35番地の１ ８：４５～１７：１５

島本町 にぎわい創造課窓口（島本町役場２階） 島本町桜井２丁目１番１号 ９：００～１７：３０

豊能町
農林商工課（豊能町役場本庁３階）

吉川支所

豊能郡豊能町余野414番地の１

豊能郡豊能町東ときわ台1-2-3

９：００～１７：３０

９：００～１７：３０

能勢町 地域振興課窓口（能勢町役場西館２階） 豊能郡能勢町宿野28 ８：３０～１７：００

忠岡町 産業振興課窓口(忠岡町役場４階) 泉北郡忠岡町忠岡東１丁目34－１ ９：００～１７：３０

熊取町 産業振興課窓口（熊取町役場北館２階） 泉南郡熊取町野田１丁目１番１号 ９：００～１７：３０

田尻町 産業振興課窓口（田尻町役場別館） 泉南郡田尻町嘉祥寺375番地１ ９：００～１７：００

岬町 産業観光促進課窓口（岬町役場１階） 泉南郡岬町深日2000番地の１ ９：００～１７：３０

太子町 観光産業課窓口（太子町役場２階） 南河内郡太子町大字山田88番地 ９：００～１７：３０

河南町 環境・まちづくり推進課窓口（河南町役場２階） 南河内郡河南町大字白木1359番地の６ ９：００～１７：３０

千早赤阪村 観光・産業振興課窓口（千早赤阪村役場２階） 南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 ９：００～１７：３０

２／４



【第６期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項配架場所（商工会・商工会議所）】

※各配架場所において、本協力金に関するお問い合わせ等には対応しておりません。

　お問い合わせは、「大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター（06-7166-9987）」へお願いいたします。

※配架部数には限りがありますので、ご了承ください。

配架場所 所在地 日時

忠岡町商工会 忠岡町商工会１階窓口 泉北郡忠岡町忠岡中１-１-23 9：00 ～ 17：00（土・日・祝日除く）

柏原市商工会 柏原市商工会事務所受付窓口
大阪府柏原市上市１丁目２－２ アゼリ

ア柏原５階
9：00 ～ 17：00（土・日・祝日除く）

河内長野市商工会 河内長野市商工会 河内長野市昭栄町７-３ 9：00 ～ 17：15（土・日・祝日除く）

藤井寺市商工会 藤井寺市商工会受付 藤井寺市岡１-２-16 9：00 ～ 17：30（土・日・祝日除く）

摂津市商工会 摂津市商工会窓口 摂津市南千里丘４－35－３F 9：00 ～ 17：15（土・日・祝日除く）

富田林商工会 富田林商工会 富田林市粟ケ池町2969-5　 10：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

島本町商工会 島本町商工会館 三島郡島本町百山４-１ 10：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

羽曳野市商工会 羽曳野市商工会内 羽曳野市軽里１丁目１番１号 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

阪南市商工会 阪南市商工会事務局 阪南市尾崎町35－４ 9：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

岬町商工会 岬町商工会事務室 泉南郡岬町深日746－748 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

能勢町商工会 能勢町商工会会館窓口 豊能郡能勢町大里142 9：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

大阪狭山市商工会 大阪狭山市商工会窓口 大阪狭山市今熊１－540－３ 9：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

四條畷市商工会 四條畷市商工会 四條畷市中野３-５-23 9：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

泉南市商工会 泉南市商工会館１階 泉南市りんくう南浜２-５ 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

豊能町商工会 豊能町商工会館１階窓口 豊能郡豊能町余野1008 10：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

熊取町商工会 熊取町商工会窓口 泉南郡熊取町野田２-９-20 10：00  ～  16：00（土・日・祝日除く）

池田商工会議所 池田市商工会議所 池田市城南1－1－1 9：00  ～  17：30（土・日・祝日除く）

箕面商工会議所 箕面商工会議所１階窓口 箕面市西小路３-２-30 9：00  ～  17：30（土・日・祝日除く）

豊中商工会議所 豊中商工会議所１階および２階ロビー 豊中市岡町北１-１-２ 9：00  ～  18：30（土・日・祝日除く）

高槻商工会議所 高槻商工会議所２階相談窓口 高槻市大手町３－46 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

茨木商工会議所 茨木商工会議所
茨木市岩倉町2番150号立命館いばらき

フューチャープラザ１F
9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

吹田商工会議所 吹田商工会議所 吹田市泉町２－17－４ 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

北大阪商工会議所 北大阪商工会議所 枚方市車塚１－１－１輝きプラザ６F 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

守口門真商工会議所 守口門真商工会議所事務所内 門真市殿島町６-４ 9：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

大東商工会議所 大東商工会議所１階入口 大東市曙町３-26 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

東大阪商工会議所
東大阪商工会議所２階窓口

東大阪商工会議所東支所１階窓口

東大阪市永和２-１-１

東大阪市旭町22-23
9：00  ～  17：30（土・日・祝日除く）

八尾商工会議所 八尾商工会議所内 八尾市清水町１-１-６ 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

松原商工会議所 松原商工会議所内 松原市阿保１丁目２番30号 9：00  ～  17：30（土・日・祝日除く）

堺商工会議所 堺商工会議所２階窓口前 堺市北区長曽根町130番地23 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

高石商工会議所 高石商工会議所内 高石市綾園２-６-10 9：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

和泉商工会議所 和泉商工会議所経営支援窓口 和泉市テクノステージ３-１-10 9：00  ～  17：15（土・日・祝日除く）

泉大津商工会議所 泉大津商工会議所２階事務所相談窓口 泉大津市田中町10-７

8：45  ～  17：45（土・日・祝日除く）

（土曜日は2/13,2/20,2/27の3日間のみ

　9:00～17:00　※要予約※）

岸和田商工会議所 岸和田商工会議所内 岸和田市別所町３-13-26 9：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

貝塚商工会議所 貝塚商工会議所内 貝塚市二色南町４－７ 8：45  ～  17：15（土・日・祝日除く）

泉佐野商工会議所 泉佐野商工会議所１階受付窓口 泉佐野市市場西３-２-34 9：00  ～  17：00（土・日・祝日除く）

３／４



【第６期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金募集要項配架場所（府政情報センター・情報プラザ）】

※各配架場所において、本協力金に関するお問い合わせ等には対応しておりません。

　お問い合わせは、「大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター（06-7166-9987）」

　へお願いいたします。

※配架部数には限りがありますので、ご了承ください。

情報プラザ 所在地 日時（全て、土・日・祝日除く）

豊能 池田市城南１-１-１　池田・府市合同庁舎内

三島 茨木市中穂積１-３-43　三島府民センタービル内

北河内 枚方市大垣内町２-15-１　北河内府民センタービル内

なにわ北 大阪市北区西天満３-５-24　なにわ北府税事務所内

中央 大阪市中央区大手前３-１-43　大阪府新別館北館　地下１階

なにわ南 大阪市天王寺区伶人町２-７　夕陽丘庁舎１階

中河内 東大阪市御厨栄町４-１-16　中河内府税事務所内

泉北 堺市堺区中安井町３-４-１　泉北府税事務所内

泉南 岸和田市野田町３-13-２　泉南府民センタービル内

南河内 富田林市寿町２-６-１　南河内府民センタービル内

９：００～１７：４５
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