
付表４：本調査で検討対象とした重複施策・事業一覧 

産業振興  

重複施策  所管部局 主な重複事業 
平成13年度予算 

(単位：千円) 

関連施設・機関 
※太字分は付表５「類似施設の 

概要比較」参照 

外郭団体等 
※太字分は付表６「類似外郭団体 

の概要比較」参照 
事業対象 備 考 分類 

○マイドームおおさか 
○IT ビジネスインキュベータ 

○大阪産業振興機構 府 商工労働部 
(商工振興室 

経営支援課 
・新産業課) 

①・中小企業支援センター事業 
・中小企業経営革新支援事業 

・総合ビジネスポータルサイト構築 
②・創業促進支援事業 

・創業者スクール、独創経営塾開催 

・個人事業者創業促進支援事業 
・ITビジネスインキュベータ運営 

・インテリジェント・エコ商品開発研究事業等 
・デザイン振興費  

補 100,927 
214,292 

補 28,129 
補 30,000 

1,105 

補 69,600 
80,107 

1,000 
82,555 

○産業開発研究所 

・大阪府中小企業支援センター 

・大阪府産業デザインセンター 

 

府内事業者・起業予定者、
市域含む 
 

 
Ａ 

○大阪産業創造館 
○ソフト産業プラザ 

○島屋ビジネスインキュベータ 
・テクノパーク島屋 

・テクノシーズ泉尾 

○大阪市都市型産業振興センター 

中小企業・新産業創出に対す

る総合的支援 

①中小企業に対する相談、情報提

供、コンサルティング 
②新産業創出支援関連事業 

・人材育成講座等の開催 
・インキュベータ施設貸与 

・展示場・会議場の運営 

・産官学連携に関する情報提供 
・環境、福祉等新分野の商品開発

助成 
・デザイン・ファッション振興事業 

市 経済局 
(産業振興部 

都市産業課) 
 

①・専門家派遣、経営相談、情報提供 
・なにわあきんど塾等人材育成 等 

[*中小企業の総合的な経営支援] 
②・産業創造館事業 

・創業支援センターの運営 

・ATCグリーンエコプラザ開設 等 
[*新産業の創出・創業支援] 

・デザイン・ファッションの振興  

349,375 
47,705 

[*696,652] 
402,873 

434,512 

483,660 
[*8,420,589] 

※H12 決算 23,287 

○インテックス大阪 

○大阪マーチャンダイズマート 

 

市内事業者・起業予定者 
 

 
 

府 商工労働部 

(金融課) 
・信用保証協会への出損 

・制度融資目標額 

（累積）55,329,210 

貸 229,436,000 
 

○大阪府中小企業信用保証協会 府内事業者・起業予定者、

市域含む 
 中小企業に対する信用保証 

・信用保証協会への貸付等 

・中小企業に対する制度融資 
市 経済局 

(産業振興部 
金融課) 

・信用保証協会への出損 

・信用保証協会貸付金、代位弁済等補助金 

600,000 

補 35,659,000  
○大阪市信用保証協会 市内事業者・起業予定者  

Ｂ 

府 商工労働部 
(観光交流課) 

・観光資源情報発信 
・観光統計調査費 等 

[*観光費] 

12,515 
2,860 

[*238,319] 

(・関西観光情報センター)  (PR する内容) 
府内観光地、市域を含む 

 観光振興 

・観光宣伝、キャンペーンの実施 

・パンフレット等での観光情報提供 
・観光に関する調査・統計 

・観光案内所の運営 

市 経済局 

(企画部 
国際経済課) 

・キャンペーン、観光情報センター運営等 

・観光動向調査、ボランティア育成等 
[*都市観光事業費] 

315,371 

29,182 
[*1,886,235] 

  (PR する内容) 
市内観光地 

 

Ｂ 

府 商工労働部 
(観光交流課) 

・海外事務所運営費(5ヵ所) 
・貿易促進事業  

・府立国際会議場運営費 等 
※主な経済国際交流支援事業は(財)大阪国際ビ

ジネス振興機構を通じて実施 

[*国際経済交流費] 

240,981 
20,479 

230,930 
 
 

[*552,510] 

・海外事務所(5 箇所) 
・ビジネスマッチングセンター 

・大阪外国企業誘致センター 

○大阪国際ビジネス振興協会 (PR する内容) 
府内企業、市域を含む 

貿易・投資促進 

・海外事務所におけるプロモーショ

ン活動 
・貿易関連情報の収集・提供、相

談、人材育成 
・海外企業とのビジネスマッチング 

・国際コンベンション施設管理運営 

 

市 経済局 
(企画部 

国際経済課) 
 

・海外事務所運営(5ヵ所) 
・海外ビジネスアドバイザー事業 

・インテックス大阪の管理運営 等 
[*貿易振興対策] 

257,207 
6,000 

957,075 
[*7,505,630] 

※H12 決算 

・海外事務所 
○ワールドトレードセンター 

○アジア太平洋トレードセンター 
○インテックス大阪 

○大阪国際経済振興センター (PR する内容) 
市内企業 

府・市共同事業として、大阪外国企
業誘致センターを開設、窓口を一元

化 

Ｂ 

府 商工労働部 

(商工振興室 

地域産業課) 

・商店街ルネッサンスモデル事業 

・商業基盤施設整備事業 

・商店街競争力強化事業 等 
[*商業振興費] 

20,247 

補 1,492,866 

貸 4,200,000 
[9,579,562] 

 

○大阪府商業振興センター 府内商店街・小売業者、 
市域を除く 

 
Ｃ 商店街振興 

・空き店舗活用 
・アーケード、カラー舗装等整備 

・商店街のソフト事業支援 
市 経済局 

(産業振興部 

商業振興課) 
 

・商店街空き店舗対策事業 
・商店街整備支援事業 

・商店街にぎわい創出事業 等 
[*商店街・小売市場の振興] 

54,632 
678,870 

153,310 
[*1,768,037] 

※H12 決算 

 

 市内商店街・小売業者  
 



港湾・交通・公営住宅  

重複施策  所管部局 主な重複事業 
平成13年度予算 

(単位：千円) 関連施設・機関 外郭団体等 事業対象 備 考 分類 

府 建築都市部 ・府営住宅建設事業費(1,773 戸) 
・府営住宅募集情報提供ホームページ開設費 

19,655,450 
5,000 

・市内の既設府営住宅(14,206 戸) ○大阪府住宅供給公社 府営住宅 公営住宅の整備・管理 

・公営住宅の建設、維持管理 
・住宅の分譲、賃貸等 市 住宅局 ・市営住宅の建設費(1,700 戸) 

・住まい情報センターの運営等市営住宅維

持管理費 

28,513,855 

2,420,985 

 

・既設市営住宅(94,711戸) 

 

○大阪市住宅供給公社 市営住宅 

 
Ａ 

土木部 府 
港湾局 

・港湾建設費 

・港湾の維持管理その他 
・港湾の振興（※特別会計） 

3,171,450 

520,257 
6,023 

・堺泉北港、阪南港、二色港、泉

佐野港、尾崎港、淡輪港、深日
港、泉州港 (計8港) 

・漁港 (計12港) 

・(財)大阪府ポートサービス公社 

・堺泉埠頭㈱ 

(管理対象) 

堺泉北港ほか8港湾、12漁港 
港湾施設整備・管理 

・港湾施設整備、維持管理 

・港湾PR 

市 港湾局 ・大阪港修築費 

・港湾管理費 
・港湾振興事業費 

31,693,764 

6,127,002 
290,001 

・大阪港 ・大阪港振興㈱ 

・大阪埠頭倉庫㈱ 
・大阪港木材倉庫㈱ 

・大阪港鉄鋼共営埠頭㈱ 
・(財)大阪港埠頭公社 

(管理対象) 

大阪港 

港湾法に基づく棲み分け 
Ｃ 

府 土木部 

交通道路室 

・道路街路の整備  105,131,649 ・大阪高速鉄道ほか ○大阪府道路公社 府道、モノレール等 交通基盤整備・管理 

・鉄道・道路等の建設・維持管理 

 市 建設局 
街路部・土木部 

・道路事業費 
・道路管理費 

31,697,397 
2,062,323 

・市営地下鉄ほか ○大阪市道路公社 市道、市営地下鉄等 

 
Ｃ 

 

保健・福祉 ※地域密着型・基礎的サービス施策を除く  

重複施策  所管部局 主な重複事業 
平成13年度予算 

(単位：千円) 関連施設・機関 外郭団体等 事業対象 備 考 分類 

府 健康福祉部 ・城東養護老人ホームの運営  ・城東養護老人ホーム  高齢者  高齢者保健福祉施設 

・特別養護老人ホーム 市 健康福祉局 
(高齢者施策部) 

・老人福祉センター、養護老人ホーム等市立

老人福祉施設の運営管理 
・弘済院特別養護老人ホーム建替実施設計 

2,140,672 

 
67,000 

・大阪市立弘済院(吹田市) 

・大阪市立大畑山苑(八尾市) 
・区老人福祉センター 

 高齢者  Ａ 

府 健康福祉部 
(障害保健福祉室) 

・盲人福祉センター・点字図書館の運営補助 

・障害者社会参加促進センターの運営 

37,968 

4,273 

○盲人福祉センター 

・障害者社会参加促進センター 

・大阪府視覚障害者福祉協会 障害者、視覚障害者 障害者福祉施設 

・点字図書館 

・障害者社会参加促進センター 
市 健康福祉局 

(障害者施策部) 
・早川福祉会館、障害者スポーツセンター、

授産施設等福祉施設の運営管理 

2,621,298 ○早川福祉会館 

 
 

障害者、視覚障害者 

・点字図書館は都道府県 1 館設置、点

字図書館協議会加盟図書館は館間

貸出（府市ともに加盟、電話・FAX 等
で申込、郵送） 

Ａ 

母子福祉施設 

・母子福祉センター 

府 健康福祉部 
(障害保健福祉室

地域福祉課) 

・谷町福祉センター運営 補 6,770 ○母子福祉センター(谷町福祉セ
ンター内) 

○大阪市社会福祉事業団 府内母子家庭・寡婦(大阪市
を除く) 

母子及び寡婦福祉法に基づくセンタ
ー Ａ 

 市 健康福祉局 ・愛光会館の運営  ○愛光会館  市内母子家庭・寡婦  
 

健康福祉部 
(高齢介護室 
在宅課) 

府 

 

・老人大学講座 

・シルバーアドバイザー養成講座 
・老人クラブ補助(市町村補助) 

・常設集会所等整備支援 
・生きがい的就労支援 

54,232 

3,857 
補 143,495 

115,000 
20,000 

・老人総合センター（吹田市） ○大阪府地域福祉推進財団 府内高齢者 
高齢者の生きがいづくり・社

会参加の促進 

・老人大学等文化・教養講座開催 

・高齢者ボランティアの養成・派遣 

・高齢者の生きがい的就労支援 
・老人クラブ活動助成、拠点整備 

市 健康福祉局 
(いきがい課) 
教育委員会 

(生涯学習課) 

・いちょう大学 
・いちょう学級 

・高齢者人材養成セミナー 

・老人クラブ補助(1,350団体) ※以下H12決算 
・老人憩いの家整備 

・生きがい的就労支援 
・シルバー人材センター支援 

7,478 
8,470 

3,200 

補 240,540 
105,658 

10,266 
77,789 

・福祉センター 
・老人福祉センター(各区) 

・市民学習センター(主要駅) 

・いきいきエイジングセンター(仮
称、2003年開設予定) 

 

市内高齢者 

・生きがい的就労支援事業について

は、府事業は大阪市、堺市を除く 
・単位老人クラブ支援、施設整備につ

いては、府は市町村への補助、大阪
市を除く 

 

Ａ 

(Ｃ) 



 

重複施策  所管部局 主な重複事業 
平成13年度予算 

(単位：千円) 関連施設・機関 外郭団体等 事業対象 備 考 分類 

府 健康福祉部 
(高齢介護室 
在宅課) 

・高齢者総合相談情報センターの運営 32,146 ・高齢者総合相談情報センター ○大阪府地域福祉推進財団 府内高齢者 高齢者に対する情報提供・ 

相談 
・高齢者総合相談情報センター 

市 健康福祉局 
(高齢福祉課) 

・高齢者総合情報センターの運営 259,925 ・大阪市高齢者総合相談情報セン

ター 

・大阪市社会福祉協議会 
市内高齢者 

 
Ｃ 

府 健康福祉部 
(地域保健福祉
室地域福祉課) 

・大阪後見センターの運営 173,424 ○大阪後見支援センター ・大阪府社会福祉協議会 
府内高齢者 

痴呆性高齢者、知的障害者

等の権利擁護・財産管理 

市 健康福祉局 
(高齢福祉課) 

・大阪市財産管理支援センターの運営 

・大阪後見支援センター運営助成 

41,171 

8,843 

○大阪市財産管理支援センター ・大阪市社会福祉協議会 
市内高齢者 

・国の地域福祉権利擁護事業（都道府

県が市町村に実施を委託・補助） 
・市が実施機関、府はバックアップ機
関、府のセンターは大阪府・大阪市・

堺市の共同設置  

Ｃ 

府 健康保健部 
(障害保健福祉室 
精神保健福祉課) 

・こころの健康総合センターの運営 

・こころの健康相談・訪問指導等 

118,081 

72,512 

○こころの健康総合センター 
―― 

大阪市を除く府内精神障害

者及びその家族等 
精神保健に関する情報提供・ 

相談 

・こころの健康センター 
市 健康福祉局 ・こころの健康づくりの推進事業(※通院医療

費助成を除く) 
91,606 

 
○こころの健康センター 

―― 市内精神障害者及びその家
族等 

都道府県、指定都市は必置 
Ｃ 

府 健康保健部 
(障害保健福祉室 
精神保健福祉課) 

・介護実習・普及センターの運営 
・福祉人材センター事業 

・訪問介護員養成研修事業 

105,866 
45,656 

7,674 

・介護実習・普及センター(茨木市) 
○大阪社会福祉研修センター 

・大阪府福祉人材センター 

○大阪府地域福祉推進財団 
・大阪府社会福祉協議会 

 

大阪市を除く府内社会福祉
人材 

福祉人材の育成 

・介護講座の開催、訪問介護員等
養成研修 

・広報・啓発、入門講座の開催 
市 健康福祉局 ・社会福祉研修センターの運営 

・介護支援専門員養成事業の実施 
・福祉人材研修センター整備 

※社会福祉協議会

交付金 (1,310,857) 
2,096,800 

・介護実習・普及センター 

○社会福祉研修センター 

・大阪市社会福祉協議会 市内社会福祉人材 

 
Ｃ 

 

社会教育、文化、スポーツ、国際交流等  

重複施策  所管部局 主な重複事業 
平成13年度予算 

(単位：千円) 関連施設・機関 外郭団体等 事業対象 備 考 分類 

府 教育委員会 ・中之島府立図書館の運営 99,056 ○府立中之島図書館 

・府立中央図書館(東大阪市) 
―― 特に制限なし 図書館 

・図書の収集、貸出 
市 教育委員会 ・中央図書館の機能充実 1,376,251 ○市立中央図書館 

・地域図書館23館 
―― 特に制限なし 

 
Ａ 

府 生活文化部 ・現代美術館所蔵作品展開催 3,056 ○府立現代美術センター 

○府立上方演芸資料館 

○大阪府文化振興財団 特に制限なし  

教育委員会  
 

美術館 
・美術作品の収集・管理、展示 
・美術に関する情報収集・提供 
・美術講座、展覧会の開催 

市 

 

・近代美術館収蔵作品展 228,727 ・大阪市美術館 

・東洋陶磁美術館 
○近代美術館(計画中) 

○大阪市美術振興協会 特に制限なし 

 

Ａ 

生活文化部 ・プラネットステーション事業 13,302 ○府立青少年会館 ○大阪府青少年活動財団 府 

商工労働部 
労政福祉課 

・労働センターの運営委託 21,545 ○府立労働センター 
 

特に制限なし 全国公立文化施設協議会会員施設 文化ホール 
・コンサート、演劇等の開催 

市 ゆとりとみどり

振興局 
・大阪城ホールの設備整備 補 120,000 

※財団、H12 決算 
○大阪城ホール 

 特に制限なし  

  保健福祉局 ・労働会館、東淀川勤労者センター、勤労婦

人センター等5施設運営 

667,436 
※H12 決算 

○市立労働会館 
  

 

Ａ 

府 生活文化部 ・女性総合センター事業 
・男女共同参画社会啓発事業 

・同和地区女性問題指導員等補助金 

補 80,083 
9,228 

3,826 

○ドーンセンター ○大阪府男女協働社会づくり財団 特に制限なし 女性の社会参加活動支援 
・女性に関する情報収集・提供 
・女性に関する相談 
・男女共同参画に関する啓発活動 
・市民活動への施設・設備の貸与 

市 市民局 ・男女共同参画センターの運営 

・男女共同参画啓発・指導者育成・助成団体

活動促進等 

655,982 

142,764 
※H12 決算 

○クレオ大阪・中央 

・地域拠点館(東西南北)4 館 

○大阪市女性協会 特に制限なし 

 
Ａ 



 

重複施策  所管部局 主な重複事業 
平成13年度予算 

(単位：千円) 関連施設・機関 外郭団体等 事業対象 備 考 分類 

府 教育委員会 ・府立体育会館の運営 12,903 ○府立体育館 ○大阪府スポーツ・教育振興財団 特に制限なし 体育館 

・スポーツ施設の管理・運営 
市 ゆとりとみどり

振興局 
・中央体育館等の管理運営 ※H12 決算 94,931 ○大阪市中央体育館 ○大阪市スポーツ振興協会 特に制限なし 

 

Ａ 

府 生活文化部 ・舞台芸術振興事業費補助 補 81,073  ○大阪府文化振興財団   芸術活動の支援 

・芸術家に対する顕彰 
・若手芸術家の活動資金の助成 

市 ゆとりとみどり
振興局 

・芸術創造館事業（劇団公演、音楽バンドの
CD制作等の支援） 

12,804 ・芸術創造館 
 

○大阪都市協会   Ａ 

府 生活文化部 ・なにわ塾運営委託料 6,403 ○府立文化情報センター ○大阪府文化振興財団 特に制限なし 生涯学習支援 
・文化教養講座の実施 
・講演会等イベントの開催 

・生涯学習情報の収集・提供 
・生涯学習への施設･設備の貸与 

市 教育委員会 ・市民学習センターの運営 
・生涯学習ルームの運営 

536,129 
167,933 

○総合生涯学習センター 
・市民学習センター(地域) 

・生涯学習ルーム(地域) ―― 

特に制限なし 

 

Ａ 

府 生活文化部 ・大阪NPOセンター整備費 151,350 ○大阪NPOサポートセンター (財団募集中) 府内でのボランティア活動
を希望する人（市域を含む） 

 健康福祉部 ・大阪府ボランティアセンター活動事業費等

補助金 

16,881 ○大阪府ボランティア・市民活動

センター 

・大阪府社会福祉協議会  Ｂ 
ボランティア活動支援 

・イベント、交流会の開催 
・講座等によるボランティアの育

成、マッチング 

・ボランティア情報収集・提供 
・市民活動への施設・設備の提供 

市 市民局 ・ボランティア情報センター運営 47,616 ○ボランティア情報センター ・大阪市社会福祉協議会 市内でのボランティア活動

を希望する人 

・社協が実施主体という意味で棲み分
け型だが、市内活動者が府のサービ

スを利用する場合もあり不徹底 
・両者間で定期的に情報交換会の場が

設定されている 
 

生活文化部 

生涯スポーツ

振興課 

・府民スポーツ・レクリエーションフェスティバ

ル開催負担金 

11,907 

 

  府 

教育委員会 ・府立学校体育施設開放事業 

・大阪体育協会への補助 
・大阪スポーツ賞 

16,798 

46,006 
2,719 

○府立体育会館 

・臨海スポーツセンター 
・漕艇センター  

・少年自然の家 
・門真スポーツセンター 

○大阪府スポーツ・教育振興財団

○大阪体育協会 
 

(施設使用)特に制限なし 

ゆとりとみどり
振興局 

・市民スポーツ祭典の開催 
・スポーツ教室等スポーツレクリエーションの

振興 

34,360 
304,275 

※H12 決算 

○大阪市中央体育館 
・地域スポーツセンター 等 

○大阪市スポーツ振興協会 
 

スポーツ振興 

・スポーツイベントの開催 
・指導者育成、顕彰・スポーツ団体

活動支援 
・スポーツ教室の開催 

市 

教育委員会 ・学校施設の開放、地域スポーツセンター運

営等スポーツの振興 

3,520,359  ○大阪市体育協会 

(施設使用)特に制限なし 

 

Ｂ 

府 企画調整部 ・海外都市との友好交流 

・大阪府留学生会館運営費 
・相談コーナー運営等外国人行政サービス

体制推進 

7,834 

111,168 
7,116 

・大阪府留学生会館(吹田市) ○大阪府国際交流財団 (留学生宿舎)府内大学等に

在籍留学生 
 国際交流活動支援 

・留学生の生活支援、相談 

・外国語による情報提供、相談 
・国際交流ボランティア募集、活用 

・交流イベント、国際理解講座等の

実施 
・会議場等活動スペースの貸与 

・外国都市との相互交流 

市 市長室 

(国際交流課) 
市民局 

(広聴相談課) 

・姉妹・友好都市との交流 

・留学生支援事業等国際交流センター交付
金 

・外国のための生活情報冊子配布 
・外国人の市政相談窓口運営 

8,709 

280,000 
 

9,869 
22,938 

・国際交流センター ○大阪国際交流センター   Ｂ 

府 教育委員会 ・指定文化財、府有史跡等保護・管理 
・埋蔵文化財文化財等調査 

・文楽協会補助金 

31,231 
121,880 

補 37,440 

 ○大阪府文化財調査研究センタ
ー 

府有地出土遺跡・府内文化
財 

文化財の保存・活用 

・埋蔵文化財の発掘調査 
・指定文化財等の保存・管理 

・文化財資料の研究、展示 

・文楽、伝統芸能に対する助成 

市 教育委員会 ・難波宮の整備、保存・活用、指定文化財保

存助成、伝統芸能の顕彰 等 

287,417 ・難波宮史跡公園 

 

○大阪市文化財協会 市有地・民間地出土遺跡・市

内文化財 

 

Ｃ 

府 生活文化部 ・くらしの府民講座等開催事業委託料 10,017 ○生活情報プラザ（府消費生活セ

ンター） ―― 
(相談事業)府内、市域を除く  消費者センター 

・消費生活相談、情報提供 
・講座、イベント等による普及啓発 

・商品テスト・検査の実施 
市 市民局 ・消費者向け各種講座の実施 25,685 ○大阪市消費者センター ―― (相談事業)市域内  

Ｃ 

 


