
 

 

 

第７期大阪府協力金の支給日額が３万円から３万９千円の店舗 

第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金に係る 

上乗せ協力金（まん延防止等重点措置期間） 

申 請 要 項 
 

要請区域：大阪府全域 

（※上乗せ協力金対象：大阪市内全域） 

要請期間：令和３年６月２１日～令和３年７月１１日 

     令和３年７月１２日～令和３年８月１日 

 

 

【申請受付期間】令和３年８月 16日～令和３年９月 27日 

※ 第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金に係る上乗せ協力金（以

下、「上乗せ協力金（まん延防止期間）」という。）の申請にあたっては、別

途、大阪府が実施する「第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金」

（以下、「第７期大阪府協力金」という。）の申請が先に必要です。 

なお、上乗せ協力金の申請は、第７期大阪府協力金の支給決定前から申請

できますので、申請受付期間内に申請して下さい。 

 

令和３年８月 

大阪市経済戦略局

 
〇上乗せ協力金（まん延防止期間）支給の対象者（支給要件）の概要 

※申請にあたっては、支給要件を必ずご確認ください。 

・大阪市内に施設（事業所）を有し、第７期大阪府協力金の支給が決定している

こと。  

・第７期大阪府協力金（令和３年６月 21日～８月 1日分）の支給決定日額が３

万円から３万９千円までの範囲内の金額であること。 

 など。 

ＨＰ掲載版 

第７期上乗せ協力金には、下記の２つの制度があります。 

・第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金に係る上乗せ協力金（まん延防止等重点措置期間）（６月 21日～８月１日） 

・第７期 飲食店等に対する営業時間短縮等協力金に係る上乗せ協力金（緊急事態措置期間）（８月２日～８月 31日） 

一対象施設（店舗）において、両方の支給要件を同時に満たすことはありませんので、ご注意ください。 



 

 

～ も く じ ～ 

 

１ 上乗せ協力金（まん延防止期間）の概要 

（１）趣旨 

（２）対象者（支給要件） 

（３）支給額 

 

２ 申請手続き等 

（１）申請書類 

（２）申請受付期間 

（３）申請方法及び注意事項 

（４）問合せ先 

 

３ 上乗せ協力金の支給 

（１）上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給の決定及び通知 

（２）上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給 

 

４ 協力事業者の公表 

 

５ 支給決定の取消し及び上乗せ協力金（まん延防止期間）の返還 

 

６ 調査等への協力 

 

７ その他 

 

 

注意：協力金の不正受給は犯罪です！！ 

支給要件を満たしていないにもかかわらず、偽って申請する行為は犯罪です。 

  不正受給と判断された場合は、協力金を返還いただくとともに、 

申請者の屋号、氏名等を公表するなど、厳正に対処いたします。 
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１ 上乗せ協力金（まん延防止期間）の概要 

（１）趣旨 

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、大阪府（以下「府」という。）が「第

53回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」（令和 3年６月 18日開催）に

おいて実施を決定し、「第 55 回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」（令

和３年７月８日開催）において期間の延長を決定し、また、「第 56回大阪府新

型コロナウイルス対策本部会議」（令和３年７月 30日開催）において緊急事態

宣言に基づく要請により緊急事態措置を実施すべき期間を決定したことによる、

令和３年６月 21 日から８月１日までの期間における、まん延防止等重点措置

に基づく措置区域を対象にした飲食店等への営業時間短縮等の要請（以下「本

要請」という。）に応じた事業者に対して第７期大阪府協力金が府により支給さ

れることとなりました。 

大阪市（以下「市」という）では、上記に加えて、第７期大阪府協力金の支給

決定日額が４万円に満たない飲食店等の事業者に対して、上乗せ協力金（まん

延防止期間）を支給します。 

 

（２）対象者（支給要件） 

上乗せ協力金（まん延防止期間）支給の対象となるものは、次の①～④のい

ずれにも該当する事業者とします。（第７期飲食店等に対する営業時間短縮等協

力金に係る上乗せ協力金支給要綱（まん延防止等重点措置期間）第２条より） 

    

① 大阪市内に第７期大阪府協力金の支給決定の対象となる施設（事業所）（以

下「対象施設」という。）を有し、第７期大阪府協力金の支給が決定してい

ること。 

ただし、第７期大阪府協力金の支給決定の取消しを受けた場合、またはこれ

までの営業時間短縮協力金や上乗せ協力金等の申請にあたり明らかな不正

等が認められた場合は、この限りではありません。 

② 府において決定した第７期大阪府協力金の支給決定日額が３万円から３万

９千円までの範囲内の金額であること。 

③ 第７期大阪府協力金に係る支給または不支給に関する情報及び申請書類に

記載された情報について、府から市に提供されること、市が上乗せ協力金（ま

ん延防止期間）の審査・支給等の事務に利用することに同意していること。 

④ 大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号）に規定する暴力団

及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。 

 

（３）支給額 

上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給額は、次に掲げる基準とします。（第

７期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金に係る上乗せ協力金支給要綱（ま

ん延防止等重点措置期間）第３条より） 

・一対象施設において一日当たり、４万円から府において決定した第７期大阪

府協力金の支給額を控除した額とする。 

※ 一対象施設当たりの上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給日数は、令和

３年６月 21日から８月１日までの期間における第７期大阪府協力金の支給

決定を受けた日数とする。 



 

2 

 

※ 上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給は、本要請における一対象施設につ

き１回とする。 

 

２ 申請手続き等 

原則、大阪市行政オンラインシステムよりオンラインでの申請とします。 

府に対して第７期大阪府協力金を郵送で申請された場合に限り、上乗せ協力金

（まん延防止期間）も郵送による申請が可能です。（市が指定する様式により提出

いただきます）。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参などの上記以外による

申請は受け付けません。 

 

（１）申請に必要な事項  

 オンライン申請 郵送申請 

①  

入力項目 

・対象者（支給要件）、誓約事項の確認 

・申請者・対象施設（店舗）情報 

・支給申請書 

・誓約書 

②  市長が必要とする資料等 

※ 郵送申請の場合、上記①は市指定の様式に限ります。 

      

（２）申請受付期間 

令和３年８月 16日（月曜日）から令和３年９月 27日（月曜日）まで 

※ 郵送申請の場合、９月 27日（月曜日）の消印まで有効 

※ 府における審査の結果、令和３年６月 21日から８月１日までの期間にお

ける、第 7 期大阪府協力金の支給決定日額が３万円から３万９千円まで

の範囲内に減額決定され、新たに市の上乗せ協力金（まん延防止期間）の

支給対象となった場合は、上記の申請受付期間にかかわらず、申請を受け

付けます。（ただし、府の決定を受けた日から１カ月以内とします。） 

 

（３）申請方法及び注意事項 

原則、大阪市行政オンラインシステムよりオンラインでの申請とします。 

オンライン申請 

まず、次の府のサイトにおいて、第７期大阪府協力金の申請を行ってくださ

い。  

〇オンライン申請（第７期大阪府協力金） 

（ＵＲＬ） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyoryokukin-7ki/index.html 

 

第７期大阪府協力金の申請手続きの最後に上乗せ協力金（まん延防止期間）

https://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyoryokukin-7ki/index.html
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の案内が表示されますので、そこから大阪市行政オンラインシステムによる

上乗せ協力金（まん延防止期間）の申請手続きを開始してください。 

     

○上乗せ協力金（まん延防止期間）オンライン申請 

（URL） 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000538614.html 

 

※大阪市行政オンラインシステムによる申請手続きにあたっては、事前に利

用者登録（事業者用）が必要です。 

※第７期大阪府協力金及び上乗せ協力金（まん延防止期間）の両方の手続き

ともに、令和３年９月 27日（月曜日）23時 59分までに送信を完了して

ください。 

※締切直前は、オンライン申請のサイトが混み合うことが予想されますので、

余裕をもって手続きしてください。 

 

≪注意事項≫ 

・申請内容に不足や不備があった場合は、時短協力金事務局（以下、「事務

局」という。）より申請の差戻しを行いますので、事務局の依頼に従い、

申請内容を補正のうえ、再度申請してください。 

・申請後、事務局より申請の差戻しが行われる前に、申請内容を修正された

い場合は、事務局までご連絡ください。（申請者側で申請の取り下げを行

った場合、修正後の申請は、修正前の申請とは別の申請（修正日時点の新

たな申請）となりますので、ご注意ください。） 

・令和３年９月 28日（火曜日）（申請締め切り後）以降に申請を取り下げ

ると再申請ができません。 

・審査完了後は、申請書類を一切返却しません。 

・支給・不支給決定後に申請内容を修正することはできません。 

 

オンライン申請以外の方法 

   府に対して「第７期大阪府協力金」を郵送で申請された場合に限り、上乗せ協

力金（まん延防止期間）も郵送による申請が可能です。 

 

■郵送申請（郵送（レターパックライト）による受付） 

申請に必要な書類を全て揃えて、「レターパックライト」で郵送してください。 

郵送用申請要項の配架場所については、６ページの別紙をご確認ください。 

※令和３年９月 27日（月）の消印有効です。 

 

 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000538614.html
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（４）問合せ先 

  大阪市営業時間短縮協力金コールセンター（時短協力金事務局） 

電話番号：06-6655-0711 

開設時間：月曜日～土曜日 ９時から 17時 30分まで 

※日曜日、祝日は対応していません。 

 

３ 上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給 

（１）上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給の決定及び通知 

・申請書類を受理した後、その内容を審査し、第７期大阪府協力金の支給が決

定されたうえで適正と認められるときは、上乗せ協力金（まん延防止期間）

を支給します。 

・支給決定の通知は、申請いただいた口座への振り込みをもって行います。 

 

（２）上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給 

・事務局より、第７期大阪府協力金と同じ口座に振り込みます。なお、第７期

大阪府協力金とは別に振り込まれます。 

 

４ 協力事業者の公表 

 申請者については、要請に対して協力を表明していただいた事業者として、次

の内容を市ホームページ上にご紹介させていただくことがございます。 

【公表情報】 

・対象施設名（店舗名または屋号等） 

・対象施設の所在地（町丁目まで） 

 

５ 支給決定の取消し及び上乗せ協力金（まん延防止期間）の返還 

 上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給決定後、支給要件に該当しない事実や

不正等が発覚した場合等は、上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給決定を取り

消し、市長の指定する期日までに全額返金いただきます。なお、返還に要する費

用は、支給を受けたものの負担とします。 

 

６ 調査等への協力 

上乗せ協力金（まん延防止期間）の適正な支出のため、必要に応じて申請者及

び協力金の支給を受けた者に対し、調査、報告、是正その他必要な措置を求める

ことがあります。その場合、申請者及び協力金の支給を受けた者はこれに応じる

必要があります。 

 

７ その他 

・提出された申請等に不備があった場合、事務局は申請者に不備の補正について

指示します。事務局が指定する期限までに不備の補正に至らなかった場合は、

申請者が上乗せ協力金（まん延防止期間）の支給を受けることを辞退したもの

とみなします。 
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・支給決定を行った後、申請等の不備による振込不能等があり、事務局が確認等

に努めたにもかかわらず申請等の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由

により本市の指定する期日までに上乗せ協力金（まん延防止期間）を支給でき

なかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなし、支給決定を取り消

します。 

・個人情報の取り扱いに関して、市が事務の一部を委託する事業者と共有すると

ともに、第７期大阪府協力金を実施する府に提供することがあります。（協力金

の審査・支給に関する事務に限る。） 

・申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。 

・申請書類に記載された情報を、大阪市暴力団排除条例第 13 条に基づき、大阪

府警察本部に提供することがあります。 

・オンライン申請に入力いただいた情報、ご提出いただいた申請書類に記載され

た情報は、本協力金の審査・支給に関する事務に限り使用し、同意事項及び誓

約事項を除き、他の目的には使用しません。 

・申請にあたって提出された書類等は返却いたしません。 
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第７期飲食店等に対する営業時間短縮等協力金に係る上乗せ協力金　申請要項配架場所

配架場所 所在地 開庁日

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
（祝日除く）

北区役所　１階案内所 大阪市北区扇町２丁目１番27号

都島区役所 大阪市都島区中野町２丁目16番20号

福島区役所 大阪市福島区大開１丁目８番１号

此花区役所　１階配架コーナー 大阪市此花区春日出北１丁目８番４号

中央区役所　１階ロビー 大阪市中央区久太郎町１丁目２番27号

西区役所　１階配架コーナー 大阪市西区新町４丁目５番14号

港区役所 大阪市港区市岡１丁目15番25号

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丁目７番95号

天王寺区役所　１階区民情報センター 大阪市天王寺区真法院町20番33号

浪速区役所　１階区民情報センター 大阪市浪速区敷津東１丁目４番20号

西淀川区役所　１階区民情報センター 大阪市西淀川区御幣島１丁目２番10号

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丁目３番３号

東淀川区役所　３階31番窓口 大阪市東淀川区豊新２丁目１番４号

東成区役所　１階ロビー 大阪市東成区大今里西２丁目８番４号

生野区役所　１階ロビー 大阪市生野区勝山南３丁目１番19号

旭区役所 大阪市旭区大宮１丁目１番17号

城東区役所　１階総合案内 大阪市城東区中央３丁目５番45号

鶴見区役所　１階情報コーナー 大阪市鶴見区横堤５丁目４番19号

阿倍野区役所 大阪市阿倍野区文の里１丁目１番40号

住之江区役所 大阪市住之江区御崎３丁目１番17号

住吉区役所　１階庁内案内 大阪市住吉区南住吉３丁目15番55号

東住吉区役所 大阪市東住吉区東田辺１丁目13番４号

平野区役所　１階ロビー 大阪市平野区背戸口３丁目８番19号

西成区役所　１階総合案内 大阪市西成区岸里１丁目５番20号

大阪市梅田サービスカウンター
大阪市北区梅田一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
大阪市中央区難波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
大阪市天王寺区堀越町アベノ地下街６号
（あべちかB１）

大阪商工会議所２階経営相談室 大阪市中央区本町橋２番８号
月～金

９：00～17：15

マイドーム大阪 大阪市中央区本町橋２番５号
月～日

８：00～19：00

　梅田サービスカウンターのみ終日休業日：令和３年８月18日（水）

　最新の情報は、大阪市サービスカウンター休業日のお知らせをご確認ください。

月～金
９：00～19：00
土、日、祝

10：00～19：00
（※）

月～木、第４日曜日
９：00～17：30

金
９：00～19：00

（祝日除く）

※全サービスカウンター終日休業日：令和３年９月４日（土）、９月５日（日）

※各配架場所において、本上乗せ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、「大阪市営業時間短縮協力金コールセンター（06-6655-0711）」へお願いいたします。

 

＜別紙＞ 


