
【様式２】

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・都市間競争が激化するなか、国内外から人や投資等を呼び込み大阪経済の成長につなげるため、大阪の都市魅力を高め内外に発信する施策・
事業を、戦略的かつ効果的に推進していく必要がある。
・そのため、府市共通の大阪都市魅力創造戦略をはじめ、それぞれ一本化した観光、文化、スポーツの各戦略に基づき、重点エリアにおける文化
観光拠点の形成、感動や興奮に出会える効果的なイベントの展開など、既存の魅力資源や民間のノウハウ・活力を最大限に活かした各種事業を
着実に推進し国内外にアピールしていく。
・こうした取組の効果を最大限に高め、民間の活力を呼び込むため、行政の役割として、民間主体がそのアイデアやノウハウ等を存分に活かし、果
敢にチャレンジできる環境を整えることが必要である。

【根拠法令等】
大阪市文化振興条例
【全市目標】
大阪市基本計画2006-2015（政策目標4,9,10,11）、大阪の成長戦略、大阪都市魅力創造戦略、大阪の観光戦略、大阪市文化振興計画、大阪府ス
ポーツ推進計画

自
己
評
価

戦略の進捗状況を踏まえた経営課題全体としての評価結果の総括

・大阪の陣から400年、天王寺動物園の開園から100周年など、様々な節目が重なる2015年をシンボルイヤーと位置づけ、府や経済界、民間企業
等と連携しながら大阪全体を盛り上げ、一年を通じて魅力ある様々なイベントを絶え間なく展開し、「大坂の陣400年天下一祭 夏の陣」では約330万
人、「水都大阪2015」では約207万人、「大阪・光の饗宴」では約1,154万人など、様々な取組みにおいて多くの集客を上げることができた。
・また、市民・アーティストの自主性・創造性が発揮されるよう、「大阪アーツカウンシル」による評価・提言を踏まえ、新しい芸術文化の魅力に触れ
る催しとして府市で共同開催した「芸術文化育成プロジェクト」や、ふるさと寄附金の枠組みを活用し芸術・文化団体を支援する「芸術・文化団体サ
ポート事業」など、都市魅力の向上につながる大阪にふさわしい文化施策を展開してきた。
・さらに、重点エリアの取組みとして、大阪城公園や天王寺公園エントランスエリアにおいて、公園の新たな魅力施設の整備や様々な集客イベント
等を戦略的に展開するなど、民間活力を活用した各種取組みを着実に進めているところである。
・今後は、27年度末をもって計画期間を終えた大阪都市魅力創造戦略の成果や考え方を継承・発展させ、市域ひいては大阪全体の発展につなげ
るため策定する次期戦略のもと、さらなる都市魅力の向上に取り組んでいく。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題１ 【都市魅力の創造・発信による集客力強化】

計
　
画

めざすべき将来像（最終的なめざす状態）＜概ね10～20年間を念頭に設定＞

・世界の都市間競争に打ち勝つ都市魅力を創造・発信し続けることにより、国内外から人や投資等を呼び込み、大阪経済の成長につなげることを
めざす。

現状（課題設定の根拠となる現状・データ）

要因分析（現状・データから導かれる分析結果）＜めざすべき将来像と現状に差が生じる要因＞

・近年、訪日外国人は増加しており、うめきたや天王寺エリアにおける民間開発等により集客力が高まるなど、大阪への外国人旅行者数や延べ宿
泊者数は順調に増加している。一方で、各種調査における都市魅力にかかるランキング等では、様々な魅力資源を有する北海道や京都府、東京
都などと大きな開きがあるのが現状である。
・大阪に国内外から人や投資等を呼び込むためには、既存の魅力資源を磨き一層効果的に活用することにより、さらなる都市魅力の創出につなげ
るとともに、戦略的なプロモーションを展開し内外に広く発信していくことが求められている。

2014 (2013) 2014 (2013)

1 (2) 函館市 51.3 (53.4)

2 (3) 札幌市 49.1 (52.1)

3 (1) 京都市 48.0 (53.8)

4 (6) 小樽市 45.2 (45.4)

5 (4) 横浜市 43.4 (48.0)
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

41 (56) 品川区 23.6 (21.6)

42 (46) 大阪市 23 .5 (24 .0 )

43 (27) 倉敷市 23.3 (29.0)

※資料：㈱ブランド総合研究所「地域ブランド調査2014」より抜粋

市区町村の魅力度ランキング

順位
市区町村名

魅力度

2014 (2013) 2014 (2013)

ロンドン 1 (1) 1 (1)

ニューヨーク 2 (2) 2 (2)

パリ 3 (3) 3 (3)

東京 4 (4) 6 (8)

シンガポール 5 (5) 4 (4)

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

ミラノ 25 (30) 22 (22)

大阪市 26 (23) 30 (31)

バルセロナ 27 (19) 14 (12)

※資料：「世界の都市総合力ランキング2013年、

　　　　　　2014年（概要版）」より抜粋

国内外都市比較ランキング（文化・交流分野等）

総合スコア
都市名

文化・交流

※資料：㈱ブランド総合研究所「地域ブランド調査2014」より抜粋

外国人宿泊者による消費額（大阪）の推移
（単位：億円）

年度
2010年

（平成22年）
2011年

（平成23年）
2012年

（平成24年）
2013年

（平成25年）

外国人宿泊者
による消費額（大阪）

747 479 667 908

※資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」及び「訪日外国人旅行統計調査」
※上記表中の消費額については観光庁の統計結果をもとに推計

   訪日外国人等の推移

　※資料：日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「訪日外客数の動向」、大阪府「数字で
             見る大阪の国際化」、観光庁「宿泊旅行統計調査」「訪日外国人
　　　　　　 消費動向調査」
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【様式２】

円 円 円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①
(ⅰ)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・水都大阪パートナーズの提案を実現するため、様々な許認可取得のための各種
調整や支援を行っていく必要がある。そのため、引き続き、公共空間の利活用に向
け、庁内関係部局との調整、連携体制の強化等を図ることで、民間の水辺の利活
用を促進する。

・「大阪・光の饗宴」を単なるイベントにとどめることなく、民間事業者による観光商品
造成やビジネス展開などの民間投資の誘発につなげていく必要がある。そのため、
民間団体とのプロモーション連携をはじめ、民間事業者（観光・鉄道等）と早期の情
報発信、情報共有に努めていく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○水と光のまちづくりの推進
【水と光のまちづくりの推進事業】
　推進会議、事業評価委員会等を通じて、水都大阪パートナーズによる円滑な事業
実施を支援するとともに、適切な進捗管理、評価を行う。
水辺空間の利活用を推進し、民間投資を呼び込むため、環境整備に取り組む。

【大阪・光の饗宴の開催】
　市、府、民間からなる「大阪・光の饗宴実行委員会」のもと、そのコアプログラムと
して、中之島周辺のライトアップを行う光による魅力創出事業「ＯＳＡＫＡ光のルネサ
ンス」を12月に開催する。また、市内一円で開催される各種民間の光のイベントと連
携して、合同プロモーションや広報などにより「大阪・光の饗宴」として一体的に事業
展開する。さらには、コアプログラムの周辺商業エリア等へイルミネーションをつなぐ
（26年度に実施する御堂筋南側（新橋～難波西口）に加え、新たに御堂筋北側（ＪＲ
大阪駅南側～淀屋橋））ことにより、コアプログラムとの一体感や回遊性を高める。
（御堂筋北側について26年度補正で予算化、27年度に実施）

【水と光のまちづくりの推進事業】
・推進会議、事業評価委員会の開催
　　推進会議 1回、事業評価委員会 2回
・水都大阪パートナーズが提案する水辺拠点（中之島公園、中之島ゲート）につい
て、利活用に向けた調整、検討
【撤退基準】
・評価委員会における評価結果により、事業内容や手法を再構築する。

【大阪・光の饗宴の開催】
　来街者数　2015年：1,000万人
【撤退基準】
・「大阪・光の饗宴」来街者数が500万人以下の場合、事業内容や実施手法を再構
築する。

前年度までの実績
（25年度）
【水と光のまちづくりの推進事業】
・25年5月に、水と光のまちづくりを推進する新組織（「水と光のまちづくり推進会
議」、「水都大阪パートナーズ」、「水都大阪オーソリティ」）の立ち上げや、運営体制
（「推進会議」、「評価委員会」）を確立
【大阪・光の饗宴の開催】
・25年12月1日～26年1月19日実施 来街者数 約517万人

（26年度）
【水と光のまちづくりの推進事業】
・推進会議や事業評価委員会を開催し、事業の進捗管理等を実施。また、水の都
の夕涼み（中之島公園、開催期間：26年6月6日から9月15日）など、水都大阪パート
ナーズが提案する水辺拠点創出の取り組みを支援
【大阪・光の饗宴の開催】
・26年12月1日～27年1月18日実施

具体的取組１－１－１ 【都市魅力創造戦略に基づく重点取組の推進】★
25決算額 137百万 26予算額 436百万 27予算額 210百万

今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況 a
ａ：順調
ｂ：順調でない

自
己
評
価

戦略のアウトカムに対す
る有効性

ア
ア：有効であり、継続して推進
イ：有効でないため、戦略を見直す

課題　　※有効性が「イ」の場合は必須

アウトカムの達成状況 前年度 個別 全体
※アウトカムの各数値は観光庁及びJNTOの統
計による推計値　来阪外国人旅行者数（大阪）
：2015年　716万人（概算、速報値）

376万人 A

A

外国人延べ宿泊者数（大阪） ：2015年　934万人
（概算、速報値） 620万人 A

大阪における外国人旅行者による消費額 ：
2015年　2,519億円（概算、速報値）
※算定基礎としていた国の調査内容の変更に
伴い、「外国人宿泊者による消費額」を「外国人
旅行者（宿泊者以外も含む）による消費額」とし
て算出

1,326億
円

（外国人
宿泊者に
よる消費

額）

A

めざす成果及び戦略　１－１ 【都市魅力の創造・発信】

計
画

めざす状態＜概ね３～５年間を念頭に設定＞ 戦略＜中期的な取組の方向性＞
・観光、文化、スポーツの振興による都市魅力の向上を通じて、国内外からの
来阪者、とりわけ外国人の旅行者や宿泊者、それによる消費額が増加し、大
阪経済の活性化や成長に寄与している

・大阪都市魅力創造戦略に基づき、3つの重点取組（水と光のまちづくりの推
進、大阪アーツカウンシルによる文化振興の取組、大阪観光局による観光振
興の事業展開）や、大阪城エリアや天王寺・阿倍野地区といった5つの重点エ
リアにおける文化観光拠点形成の取組を推進する。こうした都市魅力創造の
基盤づくりとともに、大阪が有する豊富な文化資源を活かした多彩で魅力ある
新たな文化の創出や、誰もが気軽にスポーツを楽しめる魅力あふれるまちの
実現に取り組み、さらなる都市魅力の向上につなげる。
・また、シンボルイヤーと位置づける2015年に集中的にイベントを展開すると
ともに、戦略的なプロモーションを推進し、大阪の魅力を国内外にアピールし
ていく。
・これらの施策・事業の推進にあたり、民間のノウハウや投資、活力を最大限
に引き出すため、行政が担うべき先導的な投資や必要な環境等の整備に重
点的に取り組む。また、当局がリーダーシップを発揮し、市関係部局等との連
携事業を効果的に推進していく。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
　・来阪外国人旅行者数（大阪） ： 2016年に 450万人、 2020年に 650万人
　・外国人延べ宿泊者数（大阪） ： 2016年に 600万人、 2020年に 900万人
　・大阪における外国人宿泊者による消費額 ： 2020年に 1,820億円



【様式２】

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
【水と光のまちづくり推進事業】
・推進会議：2回（27年7月7日、28年2月9日）
・事業評価委員会：2回（27年5月20日、10月26日）
・水辺のまち遊び開催（中之島公園）開催期間：27年6月20日～11月15日
・常設マーケットの運営（中之島GATE）来場者：14万人（27年4月～12月）

【大阪・光の饗宴2015の開催】
　　開催期間：27年11月29日～28年1月17日
◎コアプログラム
　　「OSAKA光のルネサンス2015」
    　開催期間：27年12月12日～12月25日
                    プレビュー点灯：27年11月29日～12月11日
　　　　　　　　　　クロージング点灯：平成27年12月26日～平成28年1月17日
　　　              新たに、特別プログラムとして、府立中之島図書館壁面を活用した
　　　　　　　　　　ウォールタペストリー特別公演を実施。
　　　              また、市民参加型プログラムとして「スマイルアートプロジェクト」
                    を実施。
　　「御堂筋イルミネーション2015」
    　 開催期間：27年11月29日～28年1月17日
　　　　　　　　　　　新たに、御堂筋北側（大江橋北詰～阪神前）へとイルミネーション
                      を延伸し、キタからミナミまでの約４kmでイルミネーションを展開。
　　「大阪・光の饗宴特別プログラム」（ワンダーイルミナイト）
　　　　開催日時：27年11月29日　17：00～19：00
　　　　　　　　　　  御堂筋（久太郎町3～新橋）の夜間通行止めを行い歩行者に開放。
◎エリアプログラム（民間主催の光のプログラム）
　　大阪府内各所で開催される15団体18の光のプログラムと連携し、
  　コアプログラムと一体的な広報・プロモーションを展開。
◎主な官民連携の取組と実績（事務局調べ）
　 観光商品造成
　　　17社、59商品（26年度　9社）
　 広報プロモーション関係
　　　民間パブリシティ・HP掲載：356回（平成26年度　271回）

【水と光のまちづくり推進事業】
・大阪を訪れるインバウンドを中心とした観光客に対する水辺空間への誘導につながる取組みが
必要である。

【大阪・光の饗宴の開催】
・大阪・光の饗宴の魅力を高め、内外からの観光誘客を促進するとともに、これを契機とした新た
なビジネスの創出やエリアの活性化などにつなげていく必要がある。

業績目標の達成状況
【水と光のまちづくり推進事業】
・27年度水都大阪パートナーズ事業評価委員会での評価結果：
　「概ね予定通り進んでいる」（事業継続）
【大阪・光の饗宴2015の開催】
　来街者数：約1,154万人

①
(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
【水と光のまちづくり推進事業】
・国内外からの大阪への観光客に向けて、水都大阪の魅力を伝えるPRコンテンツを作成するとと
もに、大阪観光局、旅行会社等の外部機関と連携し、より効率的かつ具体的なプロモーションを行
う。
【大阪・光の饗宴の開催】
・観光振興や民間投資の促進に向けて、プログラムのクオリティの向上やマーケティング強化、
ターゲットを明確にした戦略的なプロモーション展開など取組みの充実を図り、大阪・光の饗宴事
業の魅力や価値の向上等につなげていく。



【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
・アーツカウンシル
　アーツカウンシル部会の開催：12回
　事業評価の実施（27年10月：中間、28年3月最終）
　芸術文化プロジェクトの具体的な企画内容の提案

[関連事業]
・芸術文化プロジェクト2015開催事業
　様々なジャンルをミックスした20のプログラムを「中之島のっと（knot）」として中央公会堂などで実
施（27年10月2日～11月10日）
・地域等における芸術活動促進事業
　フォーラム2回・フィールドワーク6回（27年8月14日～28年1月10日）
　事業の実施や芸術団体（279団体）などへのアンケートを通じて、地域等での芸術活動の実態を
把握するとともに来年度の実施方針を決定（地域でのモデル事業、相談事業の実施による29年度
以降の具体施策の検討）
・芸術活動振興事業助成
　「大阪文化力向上枠」と「上方古典芸能枠」の特別助成枠を追加し、助成内容の充実を図った。
・文楽を中心とした古典芸能振興事業
　文楽公演・展示等のイベント等を3回開催（27年6月、27年10月、28年3月、合計10日間）
・芸術・文化団体サポート事業
　市民等から支援したい芸術・文化団体を希望して寄附をいただき、その寄附金を活用して当該団
体の活動助成を行う制度を創設
・文楽を特色とする地域魅力創出事業
　区役所を通じて、大阪市内を対象に事業実施エリアの希望調査を行い、希望のあった区・地域
の中から、有識者会議において1地域（中央区高津地区）を選定（27年8月）

・大阪アーツカウンシルによる文化行政の推進・新たな文化振興の取組
　引き続き、アーツカウンシル部会による新たな企画提案等を踏まえ具体化した事業などを着実に
推進していく必要がある。

[関連事業]
・芸術文化プロジェクト2015開催事業の実施
　取組み初年度であったことや、国の補助が不採択となるなどの外的要因等も重なり、業績目標
達成にいたらなかったものの、アーツカウンシルからの提案の事業化が図れたことなど、一定の成
果を得られたことを踏まえ、より多くの市民に参加いただける手法等を検討する必要がある。
・地域等における芸術活動促進事業
　事業実施状況を踏まえ、地域等における芸術活動の促進・活性化策についてのさらなる検証が
必要である。
・芸術活動振興事業助成
　より多くの市民に質の高い鑑賞機会の提供をするため助成の申請数を増やしていく必要があ
る。
・文楽を中心とした古典芸能振興事業
　引き続き、大阪の都市魅力並びに文化力の向上を図るため、文楽をはじめとした古典芸能の振
興を図る必要がある。
・芸術・文化団体サポート事業
　創設初年度の取組み状況を踏まえ、新たな登録団体の募集を行うほか、本市ホームページやパ
ンフレット等の各種広報媒体を効果的に活用して事業のPRを行いながら、引き続き制度を継続し
て実施していく必要がある。
・文楽を特色とする地域魅力創出事業
　選定された地域において、文楽を特色として打ち出す「まち」の形成に向けた機運の醸成のた
め、地域と連携した取組みを実施していく必要がある。

業績目標の達成状況
・アーツカウンシル部会を開催し、事業評価等を行うなどの取組みを実施
[関連事業]
・芸術文化プロジェクト2015開催事業：平成27年度総参加者数　13,000人
・地域等における芸術活動促進事業：平成27年度総参加者数　300人
・芸術活動振興事業助成：助成対象事業における入場者数　131,000人
・文楽を中心とした古典芸能振興事業：本事業による総参加者数　約19,200人
・芸術・文化団体サポート事業： 取組実績どおり
・文楽を特色とする地域魅力創出事業：文楽を特色とするエリアを1地域（高津地区選
定）選定 ①(i)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
・アーツカウンシル
　府等の関係機関とも緊密な連携・調整を図りながら各事業を推進していく。

[関連事業]
・芸術文化プロジェクト2015開催事業の実施
　若手人材によるこれまでにない斬新な企画提案内容を、本市ホームページやパンフット等の各
種広報媒体を効果的に活用してPRを行い、より多くの方々の参加につなげていく。
・地域等における芸術活動促進事業
　本市ホームページやパンフット等の各種広報媒体を効果的に活用したPR・普及啓発を行うほ
か、具体事業の実施状況を踏まえながら検討を進めていく。
・芸術活動振興事業助成
　本市ホームページやパンフット等の各種広報媒体を効果的に活用したPRを行うなど、助成の対
象となる団体の新規申請の促進につなげていく。
・文楽を中心とした古典芸能振興事業
　引き続き、事業の実施状況等を踏まえながら、事業を継続していく。
・芸術・文化団体サポート事業
　引き続き、事業の実施状況等を踏まえながら、制度を継続していく。
・文楽を特色とする地域魅力創出事業
　地域等と連携した文楽振興事業の実施や、これらに関する地域内外への情報発信等に取り組
む。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①
(ⅰ)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・アーツカウンシル部会による新たな企画提案等を踏まえ具体化した事
業などを着実に推進していく必要がある。そのため、府等の関係機関とも
緊密な連携・調整を図りながら各事業を推進していく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○大阪アーツカウンシルによる文化行政の推進・新たな文化振興の取組
・文化施策を推進する仕組みであり、行政と一定の距離を保ち、芸術文化の専門家等による評
価・審査等を行う大阪アーツカウンシルにより、府市文化事業の評価、企画、調査等に取り組み大
阪にふさわしい文化行政を推進する。また、民の力で芸術文化を支える仕組みづくりなど、新たな
文化振興の取組を推進する。

【関連事業】
・芸術文化プロジェクト2015開催事業
　芸術文化のプロデューサー育成や大阪の文化力向上につなげるため、様々なジャンルの若手プ
ロデューサーが創意工夫を凝らした「フェスティバル形式」の催しを新たに開催する。

・地域等における芸術活動促進事業
　芸術文化の力を教育、福祉、雇用、まちづくり等の課題解決に活かす活動を促進するため、啓発
やきっかけづくり、活動団体等の現状・ニーズの把握に向けたフォーラム・ワークショップ等を開催
するとともに、今後の支援のあり方を検討する。

・芸術活動振興事業助成の拡充
　大阪の文化の向上に寄与すると認められる芸術活動を助成する「芸術活動振興事業助成」につ
いて、新たに「大阪文化力向上枠」と「上方古典芸能枠」の特別助成枠を追加し、文化振興事業の
充実を図る。

・文楽を中心とした古典芸能振興事業
　大阪の文化力向上に向けて、大阪の誇る文楽を中心とした古典芸能に触れる機会を提供し、文
楽・古典芸能振興につなげる。

・芸術・文化団体サポート事業
　市民等から芸術・文化団体を希望して寄附をいただき、その寄附金をもとに当該団体の活動助
成を行う制度を創設し、民の力で芸術文化を支える新たな仕組みづくりを行う。

・文楽を特色とする地域魅力創出事業
　大阪の貴重な文化資産である文楽の振興を図るとともに、文楽を活かして地域の魅力やにぎわ
いを生み出すため、新たに文楽をモチーフとした特色あるエリアを創出することをめざし、可能性
のあるエリア等に関する調査を実施する。

・アーツカウンシル部会の開催
　　4月～　事業評価(現地調査)・企画・調査(シンクタンク)活動の実施
・芸術文化プロジェクト2015開催事業の実施
　平成27年度総参加者数　50,000人
・地域等における芸術活動促進事業
　平成27年度ワークショップ等参加者数1,700人
  調査結果を踏まえた実施方針の決定
・芸術活動振興事業助成
　助成対象事業における入場者数135,000人
・文楽を中心とした古典芸能振興事業
　本事業による参加者数17,500人
【撤退基準】
・アーツカウンシルが設置目的に沿う活動ができなくなった場合、またはアーツカウンシルに変わ
る仕組みが構築されたとき
・関連事業については、アーツカウンシルの評価をふまえ、判断する

・芸術・文化団体サポート事業
　寄附金をもとに芸術・文化団体に助成する制度を創設する
【撤退基準】
　助成制度が創設できなかった場合、事業を再構築する

・文楽を特色とする地域魅力創出事業
　文楽を特色とするエリア予定地を1カ所以上発掘する
【撤退基準】
　エリア予定地が発掘できなかった場合、事業を再構築する

前年度までの実績

（25年度）
・25年4月に府市文化振興会議設置
・25年6月にアーツカウンシル部会長(統括責任者)選任
・25年7月からアーツカウンシル部会活動開始
・26年3月に事業評価期末報告をとりまとめ
（26年度）
・アーツカウンシル部会開催：16回（26年12月末時点）

25決算額 125百万 26予算額 113百万 27予算額 140百万

具体的取組１－１－１ 【都市魅力創造戦略に基づく重点取組の推進】★



【様式２】

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・大阪観光局事業の責任と権限を明確化するため、財団名称を大阪観
光局に変更し、法人の理事長と大阪観光局長の職の一元化を図るほ
か、財団自らが行った事業評価を府・市・経済界によるトップ会議に報
告・意見交換を行う事業評価の仕組みに再構築した。
・大阪観光局の事業の運営に関するトップ会議の開催：2回（27年7月、28
年2月）

・急増する外国人旅行者の需要を継続して取り込み、交流人口の拡大に
より地域経済を活性化していくためにも、大阪観光局において来阪旅行
者に関するデータ収集や分析を強化し、戦略的に観光振興に取り組んで
いく必要がある。

業績目標の達成状況
・取組実績のとおり

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・大阪観光局におけるこれまでの取組み成果等を活かし、急増する来阪
外国人旅行者等に対応できるよう、事業の再構築を行うとともに、国の交
付金を活用して大阪観光局の機能強化を図り、「大阪版DMO」として都
市型地域観光づくりを推進する。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①
(ⅰ)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・大阪観光局における設定目標の達成に向け、効果的かつ適正な事業
運営を支援していく必要がある。そのため、平成27年度からの大阪観光
局の組織体制変更に伴い、今後の事業評価等の仕組みについて協議・
検討等を進めながら、引き続き大阪観光局及び大阪府等と緊密な連携
を図りつつ、観光振興の推進に努める。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 －
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○「大阪観光局」による観光振興事業の推進
・大阪観光局運営推進協議会や大阪観光局評価委員会における協議・
評価等をふまえ、大阪観光局がプロモーションやＭＩＣＥ誘致など観光振
興事業を強力かつ円滑に推進するための支援を行うとともに、,適切な進
捗管理・評価を行う。

・運営推進協議会、評価委員会の開催
　　運営推進協議会2回、評価委員会3回
【撤退基準】
・評価委員会における評価結果により、事業内容や手法を再構築する。

前年度までの実績
（25年度）
・25年4月より大阪観光局を設立し、活動を開始
・府・市・経済界で大阪観光局事業の実施状況や課題などについて協議・調整を行う「大阪観光局
運営推進協議会」や、事業目標や事業計画、目標達成状況の評価を行う「大阪観光局評価委員
会」を設置
（26年度）
・運営推進協議会：1回（26年7月7日）
　評価委員会：4回（26年6月9日、26年8月25日、26年9月12日、26年10月29日）

25決算額 250百万 26予算額 250百万 27予算額 250百万

具体的取組１－１－１ 【都市魅力創造戦略に基づく重点取組の推進】★



【様式２】

円 円 円

円 円 円

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
・公開施設の整備に向け、文化庁との調整等や、より一層の周知活動強化により認知度向上を図
る必要がある。そのため、引き続き、文化庁と緊密な連携や十分な調整等を図りつつ、事業趣旨
や遺構調査の結果等をわかりやすく注目を集める手法で積極的にＰＲするなど、効果的な情報発
信等に取り組む。

・観光拠点化に向け、施設の管理運営や新たな施設整備については、PMO事業者との緊密な連
携が必要であるため、十分な協議等を図る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜重点エリアのマネジメント＞
（大阪城・大手前・森之宮地区：世界的な観光拠点へ）

○大阪城エリアの観光拠点化
・大阪城エリアの世界的観光拠点化に向けて、PMOも導入し豊臣石垣公開事業などに取り組むほ
か、建設局とも連携を図りながら、魅力向上事業を推進する。
・そのため、特別史跡大坂城の最大の特徴である重層的に存在する歴史的・文化的資源を活用し
た魅力向上を図るため、地下に埋められた豊臣秀吉が築いた初代大坂城の石垣を掘り起こし、常
時公開する施設を整備することで、本エリアにおける新たな魅力創出をめざす。
・また、大阪城公園を観光拠点としていくため、民間主導のパークマネジメント組織（PMO）による
運営形態へと変更（27年4月）し、民間事業者の優れたアイデアや活力により、観光拠点として相
応しいサービスの提供や魅力的な公園施設を新たに設置し、公園全体の総合的かつ戦略的な管
理を行う。

・豊臣石垣公開施設の整備に向けた進捗を公開し、多くの方とその魅力を共有していくため募金を
実施し、施設整備費の一部に充当しながら、整備を進める。
【撤退基準】
・募金の集金状況および施設整備に向けた遺構調査のなかで重要な遺構が発見された場合、そ
の状況に応じた事業内容（施設規模、完成時期）に再構築する。

・指定管理者制度を使った民間主導のパークマネジメント（PMO）事業者による管理運営を開始。
（平成27年4月～）
・魅力向上事業として、事業者による、もと大阪市立博物館の再整備や新たな施設の設置に向け
た取り組みを進める。
【撤退基準】
・PMO事業者が事業撤退する場合は再構築する。

前年度までの実績
（25年度）
・豊臣石垣公開に向けた「太閤なにわの夢募金」を募集開始（25年4月～）
・公開施設や展示計画の設計、遺構調査、調査結果の現地公開を実施
（26年度）
・PMO事業者公募を実施（26年6月）
・PMO事業予定者決定（26年10月）

25決算額 84百万 26予算額 80百万 27予算額 161百万

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－１－２ 【都市魅力創造の基盤づくり】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
・アンケートを通じて博物館に対する市民や利用者のニーズを把握するとともに、収支シミュレー
ションや経済波及効果など、経営形態見直しによって見込まれる定量的なメリットにかかる調査検
討結果を反映するなど、基本プラン（素案）を改定
・アンケート結果を今後の取組みや目標に反映し、また、各館とのワーキングを通じて、ビジョン
（素案）の中間とりまとめに関する各種取組みを推進

・市会での議論等を踏まえ、本市の博物館施設等のめざすべき姿や方向性等を示す方針を示す
とともに、その実現に相応しい経営形態という観点で地方独立行政法人化による効果を示す必要
がある。

業績目標の達成状況
・地方独立行政法人化による博物館施設の魅力向上や市民のメリットにかかる検討、調
査を実施し、基本プラン（素案）を改定
・市会での議論等を踏まえ、市民のメリットを明確にするために、経営形態の見直しは、
大阪の都市魅力の向上と文化の発展に向けた施設の魅力向上を図るうえで最適な経営
形態という観点から検討すべきとの考えから、本市の博物館施設等の、めざすべき姿や
その実現に向けた方向性等を示す方針を定めるべく、検討に着手

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
・本市博物館施設等の活性化を図り、大阪の都市魅力と文化の発展に貢献するために、より地域
や市民にとって価値のある施設として、めざすべき姿とその実現に向けた取組みを「大阪市ミュー
ジアムビジョン」として定め、そのビジョンの効果的な実現・達成に相応しい経営形態について、地
方独立行政法人化を軸に、他の経営形態との比較を含め検討し、それを「地方独立行政法人化に
向けた基本プラン（案）」に反映していく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・「文化施設（博物館施設）の地方独立行政法人化に向けた基本プラン
（素案）」において、地方独立行政法人化による博物館施設の魅力向上
や、市民のメリットについて、より具体的な説明が必要である。そのため、
地方独立行政法人化による効果について精査したうえ、地方独立行政
法人の設立目標時期を含め「文化施設（博物館施設）の地方独立行政
法人化に向けた基本プラン（案）」の策定に向けて、さらなる検討、調査を
実施する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○博物館施設の経営形態の見直し
・専門人材と継続性の確保による「基幹業務の充実」と利用者サービスや運営にお
ける「経営的視点の導入」により、より多くの利用者が集い賑わう施設となることで、
大阪の活性化と発展に貢献するため、有用な運営形態として地方独立行政法人化
をめざす。

・博物館のさらなる魅力向上と活性化につながるよう、経営形態見直しによる効果
等の内容について、さらに調査・検討して具体化を行い、地方独立行政法人化に向
けた基本プランを策定する。
【撤退基準】
・地方独立行政法人化をめざし検討を進める過程で、進捗状況に応じて撤退基準を
設定する。

前年度までの実績
〈地方独立行政法人化に向けた法令改正の取組み〉
・平成18年度より、構造改革特区提案や国家予算要望など国への要望活動
・平成25年10月　博物館施設の設置・運営を可能とする地方独立行政法人法施行令の改正

（経営形態見直しの取組み）
・経営形態見直しの取組みを進め、めざすべき経営形態は、市の博物館施設を一体運営する地
方独立行政法人とすることとした。
・現行の博物館運営に係る課題抽出、あるべき姿の調査を実施し、経済戦略局の検討結果とし
て、博物館施設の運営のあり方に係る基本計画の素案である「文化施設（博物館施設）の地方独
立行政法人化に向けた基本プラン（素案）」を取りまとめた。

25決算額 － 26予算額 17百万 27予算額  4百万

具体的取組１－１－１ 【都市魅力創造戦略に基づく重点取組の推進】★



【様式２】

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
・豊臣石垣公開プロジェクトについて、遺構調査の結果や事業の進捗状況などを公表し、市民等
に向けた周知を実施
・PMO事業について、適切な指導監督のための体制を構築し、指定管理者の適正な管理運営や、
魅力ある事業推進の進捗状況の確認などを通じて、円滑に各種事業を推進している。

・公開施設の整備に向け、文化庁との調整等や、より一層の周知活動強化により認知度向上を図
る必要がある。
・また、大阪城の観光拠点化に向け、施設の管理運営や新たな施設整備については、PMO事業
者との緊密な連携が必要である。

業績目標の達成状況
・公開施設の設計に先立ち江戸期遺構の発掘調査を実施するとともに、天守閣の集客イ
ベントや発掘調査一般公開に合わせて募金事業のPRを実施
・PMO事業について、指定管理者による施設の管理運営を開始（27年4月）し、様々な集
客イベント等を戦略的に展開するとともに、新たな施設整備に向けて、PMO事業者と協
議を行い、急増する来阪外国人旅行者に対応したバス駐車場の拡充などを実施

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
・引き続き、文化庁と緊密な連携や十分な調整等を図りつつ、事業趣旨や遺構調査の結果等をわ
かりやすく注目を集める手法で積極的にＰＲするなど、効果的な情報発信等に取り組む。
・さらに、決定したPMO事業者・関係局等との十分な協議などを図り、着実に各種取組みを進めて
いく。



【様式２】

円 円 円

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・新美術館に求められる具体的な建物仕様の検討、各事項の条件整理
を行い、要求水準書作成の検討を実施
・民間のノウハウを活用しながら、良質なサービスの提供を図るため、Ｐ
ＦＩ手法を導入し事業を進めていくとの市長方針や市会の議論等を受け、
開館時期やスケジュールなどについて検討・調整を実施した。

新たな目標として設定された平成33年度（2021年度）中の開館に向け、
施設整備を着実に進めるとともに、運営重視型PFIの導入検討に取り組
む必要がある。

業績目標の達成状況
・取組実績どおり

①(i)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・市会での議論等を踏まえ、28年度から基本設計に着手するとともに、民
間の資金やノウハウを活用できるよう、学芸部門を除く美術館の運営
や、サービス施設の設置・運営へのＰＦＩ手法の導入の検討・調整を進
め、それらの進捗状況を議会等に報告するなど、各方面からの理解を得
ながら、開館に向けた各種取組みを着実に進めていく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①
(ⅰ)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・開館までの準備期間がタイトであり、着実に取組みを進めていく必要が
ある。そのため、2020年の開館に向け、各種取組みについて、適切に進
捗管理を行うとともに着実に推進する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜重点エリアのマネジメント＞
（中之島ミュージアムアイランド構想：「文化芸術」と「水と光」の融合）

○新しい美術館の整備事業
・大阪の新たな都市魅力の創造に向け、中之島4丁目の市有地を活用し、新しい美
術館の整備を進めることにより、中之島を文化芸術の重点エリアとする「中之島
ミュージアムアイランド構想」を推進する。

・新しい美術館の建設事業にかかる要求水準書作成検討業務の実施
【撤退基準】
（別途決定済）

前年度までの実績
（26年度）
「新美術館整備方針」の策定（26年9月）

25決算額 13百万 26予算額 5百万 27予算額 23百万

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－１－２ 【都市魅力創造の基盤づくり】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・府市及び民間が一体となって、26年10月から27年9月にかけて民間企
業のアイデアと投資を呼び込みながら関連イベントを開催する「大坂の
陣400年プロジェクト」の推進にあたり、民間企業や関係機関等との各種
調整等を実施。（大坂の陣400年天下一祭（夏の陣：27年4月1日～9月30
日）のコアイベント5件、民間イベント21件）

・これまでの実施結果を踏まえ、民間活力を活かした事業手法やノウハ
ウ等を、今後実施される局事業に反映させていく必要がある。

業績目標の達成状況
・「大坂の陣400年 天下一祭 夏の陣2015」来場者数：約330万人 ①

(ⅰ)
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・今後実施される局事業において、より高い集客効果、都市魅力の発信
をめざし、民間企業や関係機関等との緊密な情報交換・共有に努め、さ
らに民間活力を活かせるよう民間主体のサポートに取り組んでいく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①
(ⅰ)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・これまでの実施状況を踏まえ、開催期間まで事業を実施していく必要が
ある。そのため、引き続き、大阪城にさらなる賑わいを創出し、より多くの
集客につながるよう、民間企業や関係機関等とのより緊密な連携に努
め、民間主体の事業開催をサポートしていく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜重点エリアのマネジメント＞
（大阪城・大手前・森之宮地区：世界的な観光拠点へ）

○大坂の陣400年プロジェクトの展開
　大阪都市魅力創造戦略における2015年シンボルイヤー事業として、大坂夏の陣
から400年という節目の機会を捉え、府市が連携し一体となって「大坂の陣400年プ
ロジェクト」を実施し、民間の活力を引き出すことのできるコアイベントの企画実施を
はじめ、様々な事業主体による催しを連続して開催することで、大阪の都市魅力の
発信と、大阪城の集客力向上をめざす。
　その実現に向け、同プロジェクトの実行委員会で平成26年に策定した「大坂の陣
400年プロジェクト 全体計画」を平成26年度のコアイベント実施状況をふまえ随時改
訂し、事業全体の調整や、プロジェクトの一体的な推進を図る。

（大坂の陣400年天下一祭（夏の陣：平成27年4月1日～9月30日）のコアイベント4
件、民間イベント20件）

・2015年　来場者数：120万人
【撤退基準】
(平成27年度終了)

前年度までの実績
（25年度）
・大阪城公園におけるコアイベントの企画提案の募集・事業者の決定
・大坂の陣400年プロジェクト実行委員会の立ち上げ（25年8月）
・同プロジェクトへの参加事業者の募集を実施
（26年度）
・「大坂冬の陣」の開催（26年10月～12月）

25決算額 2百万 26予算額 50百万 27予算額 50百万

具体的取組１－１－２ 【都市魅力創造の基盤づくり】★



【様式２】

円 円 円

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・民間活力導入により、天王寺公園エントランスエリアにおいて「てんしば」がオープ
ン（27年10月）し、各種イベントを開催した結果オープン後の半年間で、約208万9千
人もの方々が来園

・魅力向上及び集客促進に向け、事業の実施・運営については、決定し
た事業者と緊密に連携するとともに、27年度の調査結果等を踏まえつ
つ、動物園への民間活力導入についての基本的な方針をとりまとめてい
く必要がある。業績目標の達成状況

・民間事業者による天王寺公園エントランスエリア等の運営を開
始（27年10月）
・動物園への民間活力導入について民間ヒアリングなどの調査の
うえ結果をとりまとめた。
・公募・選定のうえ、エリアプロモーション事業に資する公園全体
の周遊ツールの開発を実施

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き、決定した事業者・関係局等との十分な協議などを図り、着実
に各種取組みを進めていく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・魅力向上及び集客促進に向け、事業の実施・運営については、決定し
た事業者との緊密な連携が必要である。そのため、決定した事業者との
十分な協議等を図る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜重点エリアのマネジメント＞
（天王寺・阿倍野地区：動物園を核としたエリア形成）

○天王寺動物公園の魅力向上
・民間事業者による、優れたアイデアや活力を活かして、公園エントランスエリア等
のハード・ソフト両面からの賑わい創出及び維持管理を一体的に実施する魅力創
造・管理運営事業を、27年10月から運用開始する。
・動物園への民間活力の導入について検討を行う。
・また、公園全体の価値、さらには公園を核に地区全体の価値を高め、集客力及び
地域ブランド力を向上させていくために、エリアプロモーションに取り組む。

・公園エントランスエリア等への民間活力の導入による管理運営を平成27年10月か
ら開始。
・動物園への民間活力導入の可能性について検討を実施し、結果をとりまとめる。
・天王寺公園を核としたエリアプロモーション事業の公募を行い、選定事業を実施す
る。
【撤退基準】
・公園エントランスエリア等事業者が撤退する場合は、事業を再構築する。
・天王寺動物園における民間活力導入実現の見込みがない場合は、計画を見直
す。前年度までの実績
（25年度）
・天王寺公園エントランスエリア等における民間活力の導入に向けた公募を26年1
月に開始、26年3月に4者からの1次提案を受付。
（26年度）
・1次審査通過者を対象とした2次提案募集を実施し、26年10月に事業予定者を決
定、12月に協定書を締結し事業者を決定。

25決算額 ― 26予算額 5百万 27予算額 13百万

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－１－２ 【都市魅力創造の基盤づくり】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・国内外から参加者が集まる学会や芸術文化の催し等を対応できるよ
う、大集会室・中集会室の音響設備・プロジェクタの設備機能向上及び
カーテン・舞台幕の内装の美観向上を図った。

・国内外から参加者が集まる学会や文化芸術等の催事の開催につなが
るよう、中央公会堂の機能向上等を実施し目標を達成することができた
が、さらなる催事の誘致のために中央公会堂の魅力を効果的に発信して
いく手法等を検討する必要がある。

業績目標の達成状況
・国内外から参加者が集まる学会や文化芸術等の催事の開催件
数（500人以上の規模）：5件 ①(i)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・より幅広く周知等できるよう、本市ホームページやパンフレット等の各種
広報媒体を効果的に活用したPR等を実施することで、中央公会堂の利
用促進につなげていく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・国内外から参加者が集まる学会や文化芸術等の催事の開催につなが
るよう、中央公会堂の機能向上等を図る必要がある。そのため、計画的
に設備の設置等を行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜重点エリアのマネジメント＞
（中之島ミュージアムアイランド構想：「文化芸術」と「水と光」の融合）

○中央公会堂魅力向上事業
・国内外から参加者が集まる学会や芸術文化の催し等を積極的に誘致するため、
大集会室・中集会室の設備等の機能向上及び内装の美観向上を行い、平成27年
度にリニューアルオープンする中之島図書館との合同ガイドツアーや講演会等の一
体的な取組みを行うことにより、歴史的建築物を有する中之島エリアへの集客を図
るとともに、魅力の発信・向上を図る。

・国内外から参加者が集まる学会や文化芸術等の催事の開催件数（500人以上の
規模）：5件
【撤退基準】
・条例の設置趣旨に基づく運用が出来なくなった場合など、アーツカウンシルの事
業評価をふまえて判断

前年度までの実績
・27年度新規事業

25決算額 － 26予算額 5百万 27予算額 35百万

具体的取組１－１－２ 【都市魅力創造の基盤づくり】★



【様式２】

円 円 円

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・地域の魅力を紹介する案内板を2か所設置した ・回遊性向上の仕組み案のもと、引き続き各種取組みを円滑に進めてい
く必要がある。

業績目標の達成状況
・回遊性向上の仕組み案（「船場地区における『かんまち事業』の
今後について」）を策定（H28年３月） ①

（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き、地域協議会等での意見を踏まえながら、関係局等とより綿密
に連携・調整等を図る。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・回遊性向上の仕組み案の策定に向け、有識者会議や地域協議会にお
いて検討が進められるなど、引き続き各種取組みを円滑に進めていく必
要がある。そのため、引き続き、地域協議会等での意見を踏まえながら、
関係局等とより綿密に連携・調整等を図る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜地域資源を活かした大阪の魅力発信＞

○観光魅力向上のための歴史・文化的まちなみ創出事業
・観光スポットの再生や活性化につながるまちづくりに向けて、先行地区
である船場地区に存在する歴史・文化的資産を観光資源として活用し、
まちの個性を体感できる観光魅力を創出するため、引き続き建設局と連
携を図りながら、有識者会議及び地域協議会において回遊性向上の仕
組みの検討を行う。

・回遊性向上の仕組み案の策定
【撤退基準】
・回遊性向上の仕組み案の策定ができない場合には、事業を再構築す
る。

前年度までの実績
(26年度)
・有識者からの意見聴取及び地域協議会での議論を通して船場先行地
区内での整備箇所を決定（5箇所）した。
・回遊性向上の仕組みを検討するため、大学生とのフィールドワークを実
施し、地域協議会での議論を重ねている。

25決算額 ― 26予算額 3百万 27予算額 5百万

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－１－２ 【都市魅力創造の基盤づくり】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・展示ケースの機能向上
　国宝や重要文化財等の貴重な館蔵品展示等に対応した傾斜型覗きガ
ラスケース18台設置
・外壁（西面）改修工事の実施

・引き続き、改修計画のもと、スケジュール等を踏まえながら機能保持及
び魅力向上に資する整備を着実に進めていく必要がある。

業績目標の達成状況
・取組実績どおり ①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・関係部局等と十分な協議・調整を行いながら計画的に進めていく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・改修計画のもと、スケジュール等を踏まえながら着実に整備を進めてい
く必要がある。そのため、関係部局等と十分な協議・調整を行いながら、
機能保持及び魅力向上に資する整備を計画的に進めていく。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜重点エリアのマネジメント＞
（天王寺・阿倍野地区：動物園を核としたエリア形成）

○市立美術館の魅力向上
・国宝や重要文化財等の貴重な館蔵品を展示するにあたり、より見やす
い形状や機能性を備えた展示ケースの機能向上を図り、来館者が常に
快適な環境で展示品を鑑賞できる展示空間とする。
・天王寺公園エリアの魅力向上に貢献するために市立美術館の外壁改
修工事を実施する。

・展示ケースの機能向上
・外壁改修工事の実施
【撤退基準】
・戦略会議にて、別の方針が選択された場合は、事業を再構築する。

前年度までの実績
（26年度）
・屋上トップライト工事の実施
・市立美術館本館改修及び新棟のあり方調査の実施

25決算額 　- 26予算額 37百万 27予算額 102百万

具体的取組１－１－２ 【都市魅力創造の基盤づくり】★



【様式２】

円 円 円

円 円 円

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○大坂の陣400年プロジェクトの展開（再掲） ・2015年　来場者数：120万人

（再掲）

前年度までの実績

25決算額 26予算額 27予算額

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－１－３ 【2015年シンボルイヤーにおける効果的なイベントの展開】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・日本橋観光バス乗降スペースに2名以上の誘導員を配置
・ミナミエリアに近い幸町交通局所管用地において、観光バス専用駐車
場設置のための公募を実施し、平成27年12月より事業者による運営を
開始

・ミナミエリアへの外国人観光客が急増している中、引き続き観光バス乗
降場・駐車場の確保等に対応していく必要がある。

業績目標の達成状況
○観光バス乗降場の利便性向上事業
　・日本橋の観光バス乗降場及び周辺駐車場の利用状況　25年度の
92.6％増
　　【主な利用実績】
　　・日本橋乗降場利用実績：63.5％増
　　　25年度（2枠）：平均162.5台　27年度（5枠）：平均265.7台
　　・大阪城公園城南駐車場利用実績：92.3％増
　　　25年度：63,226台　27年度：121,593台　※1月16日駐車場増設
　　・長堀駐車場、東長堀駐車場：93.9％増
　　　25年度：18,947台　27年度：36,744台
○外国人等観光客受入環境整備事業
　　・観光バス駐停車対策のための実態調査等を実施。　（28年3月）
　　・未利用地を活用した桜川観光バス駐車場の新規9台を整備したほか、
大阪城公園内城南駐車場の増設44台や、大阪城公園南の新設37台によ
り、上記の実態調査結果において、現状で必要とされる台数分は一定整備
を図ることができた。

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き、観光バス乗降場のスムーズな運営と周辺での駐車場の整
備・確保に向け、国や警察及び関係局等との十分な協議・調整を図ると
ともに、大阪観光局とも連携し民間の旅行関係者等へのヒアリングも行
いながら、今後の駐車場需要の変動などを見極めつつ、迅速かつ的確
に対応していく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅱ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ミナミエリアへの外国人観光客が急増している中、引き続き観光バス乗
降場・駐車場の確保等に対応していく必要がある。そのため、観光バス
乗降場のスムーズな運営と周辺での駐車場の整備・確保に向け、国や
警察及び関係局等との十分な協議・調整を図る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
＜外国人等観光客受入環境の向上＞

○観光バス乗降場の利便性向上事業
・ミナミエリアへの外国人観光客の急増に対応するため、日本橋の観光
バス乗降場等に誘導員を配置し、観光バスに対して乗降後のスムーズ
な移動を促すとともに、周辺駐車場案内等の配布を行う。（本事業は26
年度補正で予算化、27年度に実施）
（観光バス乗降場周辺に誘導員2名以上を配置）

○外国人等観光客受入環境整備事業

バス駐車場の実態・需要調査や駐車場の空き情報配信等による利用促
進方法について検討する。

・日本橋の観光バス乗降場及び周辺駐車場の利用状況　25年度の15％増
【撤退基準】
・受益者による運営体制の構築を進め、その状況に応じて事業撤退又は事業
手法を再構築する。

・未利用地を活用した観光バス駐車場を整備する。
・観光バス需要調査の結果を受け、今後の取組方針をとりまとめる。
【撤退基準】
（平成27年度終了）

前年度までの実績
平成27年度新規事業

25決算額 － 26予算額 23百万 27予算額 54百万

具体的取組１－１－2 【都市魅力創造の基盤づくり】★



【様式２】

円 円 円

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

業績目標の達成状況
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況 課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○大阪・光の饗宴の開催（再掲） ・大阪・光の饗宴

　来街者数　2015年：1,000万人（再掲）

前年度までの実績

25決算額 26予算額 27予算額

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－１－３ 【2015年シンボルイヤーにおける効果的なイベントの展開】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・水都大阪2015の開催
 コアプログラム
　・水都大阪2015ミナ！キタ！フェスティバル
　　　水都大阪2015オープニングイベント（27年8月1・2日）
　　　ナニワハロウィンパーティー（27年10月31日）
　　　水都大阪2015ミナミフェスティバルwith道頓堀リバーパレード（27年11月7日）
　　　ニコニコ町会議in大阪（27年11月8日）
　・水都大阪2015inochiフェスタ
　　　大阪水龍（AQUA　DRAGON)（27年8月1日～9日）
　　　inochiと水のフェスティバル（27年10月31日）
　　　inochi未来フォーラム（27年11月1日）
　・水都大阪2015大阪大発見！
　　　祭りだ！祭りだ！水都村ビッグ盆（27年8月15・16・21・22・23日）
　　　大阪大発見クルーズ（27年11月7・8日）
　　　古地図でめぐる大阪大発見（27年11月15日）

・これまでの実施結果を踏まえ、民間活力を活かした事業手法やノウハ
ウ等を、今後実施される局事業に反映させていく必要がある。

業績目標の達成状況
・水都大阪2015の開催
　来場者数：約197万人（連携プログラム来場者を含む）
　連携プログラム数：264件

①
(ⅰ)

・今後実施される局事業において、より高い集客効果、都市魅力の発信
をめざし、民間企業や関係機関等との緊密な情報交換・共有に努め、さ
らに民間活力を活かせるよう民間主体のサポートに取り組んでいく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・水都大阪2015オープニングイベント（27年8月1日）を幕開けに、水の回
廊や各拠点を中心としたイベント等を開催しているところであり、今後、よ
り高い集客につなげていく必要がある。そのため、関係機関等と連携・調
整し、一体的で効果的なＰＲや情報発信などを行う。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 -
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○水都大阪2015開催事業
・大阪を水と光の魅力で盛り上げ、「水と光の首都大阪」を世界にPRする
ため、「水都大阪2015」を開催する。27年度は、実行組織である水都大
阪2015開催ワーキングの運営、コアプログラム、連携プログラムを実施
し、水都大阪の魅力を国内外に広く発信する。

・水都大阪2015
　　来場者数190万人以上、プログラム数200件以上
【撤退基準】
・上記目標の達成の見込みがなくなった場合は、事業を再構築する。

前年度までの実績
（25年度）
・水都大阪2015開催ワーキング設置、開催
（26年度）
・公募によりコアプログラム事業予定者を決定（26年7月）
・コアプログラム事業予定者によるプレイベントを開催（26年9月～11月）

25決算額 3百万 26予算額 13百万 27予算額 85百万

具体的取組１－１－３ 【2015年シンボルイヤーにおける効果的なイベントの展開】★



【様式２】

円 円 円

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・実行委員会を開催し、開催計画を決定。（27年6月）
・27年6月より、ＨＰやポスター・パンフレット等による広報を開始。
・周辺企画の充実を図り、楽器体験・吹奏楽公演・冬の公演を開催。

・公演入場者数のさらなる増加に向け、新たな層の集客につながる取組
みが必要である。

業績目標の達成状況
・25ヵ所29会場で81公演を開催（開催期間 ：27年9月6日～12日）
・公演入場者数：51,000人

①
（ ｉ ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き夜間公演や、屋外公演、他イベントと連携した公演開催など、
開催場所・時期や企画内容の充実を図るとともに、各種広報媒体を通じ
た周知等による広報活動の強化などにより、新たな層の集客につなげ
る。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ ｉ ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・公演入場者数のさらなる増加に向け、新たな層の集客につながる取組
みが必要である。そのため、会社帰りの方にも来場できるよう夜間の公
演回数を増やすことや、中之島エリア周辺施設とのタイアップ企画など、
企画内容の充実を図るとともに、各種広報媒体を通じた周知等による広
報活動の強化などにより、新たな層の集客につなげる。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○大阪クラシックの開催
・御堂筋周辺及び中之島地区のビル等の協力を得て、ロビーやホール
等にて集中的にミニコンサートを行う「大阪クラシック」を実施することによ
り、御堂筋周辺及び中之島界隈に人の流れとにぎわいを作り出すととも
に、市民に気軽に音楽を楽しんでもらう。

・公演回数　80回以上
・公演入場者数  50,000人以上
【撤退基準】
・目標値に達しない場合、アーツカウンシルの評価を踏まえ、事業内容等
を再構築する。

前年度までの実績
・24年度：公演回数　90回、延べ約　50,600人
・25年度：公演回数　100回、延べ約　52,800人
・26年度：公演回数　81回、延べ約　48,750人

25決算額 34百万 26予算額 32百万 27予算額 33百万

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 〇
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－１－３ 【2015年シンボルイヤーにおける効果的なイベントの展開】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・大阪府・市・地元等で構成された実行委員会のもと、「御堂筋オータム
パーティー２０１５」を開催
　日時：２７年１１月２９日（日）　１４：００～１７：００
　場所：久太郎町３～難波西口（御堂筋）
　内容：【通常プログラム】
　　　　　　・市町村の特産品の展示販売
　　　　 　 ・全国ご当地グルメの提供等
　　　　　　・音楽やスポーツ体験、飲食ブース
　　　　 【特別プログラム】
　　　　　　・Ｆ１カーの走行
　　　　　　・約１００台のスーパーカーの集結・展示等
・広報実績として、全国ネットを含むテレビ放送や新聞・雑誌、WEB等に
掲載　計195件（御堂筋パーティー2015実行委員会事務局調べ）

・御堂筋の魅力やにぎわいを創出し、国内外への発信力を高め内外から
の観光誘客の促進等を図るとともに、御堂筋のブランド向上に向けて官
民連携によるまちづくりを推進し、御堂筋のブランドや資産価値の向上等
につながる取組みとしていく必要がある。

業績目標の達成状況
・来場者数：４５万人以上

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・御堂筋本線を歩行者に開放し、インパクトや発信力のあるイベントを実
施するとともに、沿道の地域団体等との連携を強化することにより、御堂
筋の魅力を国内外に広く発信し内外からの観光誘客の促進等につなげ
ていく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ⅰ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・事業実施にあたっては、今後より効果的な運営ができるよう、関係機関
等との十分な調整等を行う必要がある。そのため、一層の魅力や発信力
の強化に努め、より多くの集客につながるよう、府や経済団体等との連
携を図る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○御堂筋活性化事業（御堂筋ジョイふる、特別プログラム）
・大阪市、府、地元、民間事業者で実行委員会を組織して、大阪のシンボ
ルである御堂筋を歩行者に開放し、各種のイベントを実施することによ
り、御堂筋の魅力を国内外に広く発信するとともに、一層の賑わいを創
出する。
・さらに、大阪のシンボルである御堂筋を利用し、非日常空間を演出する
とともに、インパクトがある特別なプログラムを実施することにより、国内
外の人々を惹きつけさらなる集客効果が期待できる賑わいを創造し、都
市魅力を強く発信する。

・御堂筋活性化事業
　来場者数　45万人
【撤退基準】
・「御堂筋活性化事業」の来場者が20万人以下となった場合に事業を再
構築する。

前年度までの実績
・御堂筋ジョイふる2014の開催
　26年4月29日実施　来場者数　約20万人以上(当日雨天決行）

25決算額 39百万 26予算額 18百万 27予算額 2７百万

具体的取組１－１－３ 【2015年シンボルイヤーにおける効果的なイベントの展開】★



【様式２】

円 円 円

円 円 円

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き、さらなる入場者数の確保に向けて、新たな広報を展開するた
め、関係先（府下公的機関、学校園、地元区役所、コンビニエンスストア
等）と調整を実施するとともに、本市HP等で広報を実施

・引き続き、入場者数の増加に向け、さらなる周知手法を検討する必要
がある。

業績目標の達成状況
・世界スーパージュニアテニス選手権大会入場者数：28,700人
（開催期間：27年10月10日～18日）

①
(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・より幅広く市民等に周知できるよう、多くの方々の目にふれやすい各交
通機関において広報物を掲出することや、ホームページやフェイスブック
等を活用し、大会開催告知を強化する。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①
(ⅰ)

課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・入場者数の増加に向け、さらなる周知手法を検討する必要がある。そ
のため、より幅広く市民等に周知できるよう、チラシ・ポスター・ホーム
ページなどを活用した大会開催告知を強化する。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ―
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○大規模競技大会の開催
・2020年の東京オリンピック開催決定を契機として国内で広まるスポーツ
振興に対する気運の高まりを、都市魅力の創出・発信へと繋げていくた
め、レベルの高い国際競技大会の開催などスポーツに対する興味喚起
となる事業を展開し、直接観戦者数の増加に努める。
・世界最高峰のジュニア大会であり多くのトップジュニアが参加する「世
界スーパージュニアテニス選手権大会」を継続開催し、後に世界を舞台
に活躍するような若手選手の育成の場としての役割を果たすとともに、
大阪を世界にアピールしていく。

・世界スーパージュニアテニス選手権大会入場者数　26,000人以上(晴天
時の場合)
【撤退基準】
・世界スーパージュニアテニス選手権大会における入場者数が20,000人
に満たない場合は、事業手法の再構築を行う。

前年度までの実績
・世界スーパージュニアテニス選手権大会
　入場者数　24年度：24,000人
　　　　　　　　25年度：21,000人(※雨天により、3日間、靭テニスセンター
　　　　　　　　　　　　　での開催が中止となった)
　　　　　　　　26年度：30,100人

25決算額 20百万 26予算額 17百万 27予算額 17百万

①：目標達成　　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
②：目標未達成　(ⅰ)取組は予定どおり実施　(ⅱ)取組を予定どおり実施しなかった
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

具体的取組１－１－３ 【2015年シンボルイヤーにおける効果的なイベントの展開】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・第5回大会の開催（27年10月25日）
・海外からの参加者向け新たな案内アプリを開発

・大阪マラソンの魅力及び情報発信の強化等に取り組み、国外エントリー
者数や沿道観衆も増加するなど一定の成果を上げることができたが、国
内に多くの市民マラソンが新設される中で、エントリー者数の減少傾向の
解消に向けては、さらなる大阪マラソンの魅力にかかる情報発信の強化
等が必要。業績目標の達成状況

・参加申込者数：137,814人（定員：30,000人）
・大会当日出走者：32,313人
・大会当日コース沿道観衆：132万人
・国外エントリー者数：7,478人

①
（ ｉ ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・ランナー全員が７つのチームに分かれて参加する「なないろチーム対抗
戦」等の効果的なＰＲやチャリティプログラムに関する新たな取り組みを
行うなど、大阪マラソン独自の魅力の強化とともに、多彩な関連イベント
等との連携や、海外のマラソン大会との広報連携を進め、国内外への情
報発信の強化に取り組んでいく。

中
間
振
り
返
り

業績目標の達成状況
①

（ ｉ ）
課題と改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・全国的にマラソン大会が相次いで新設されている影響などによる近年
の参加申込者数の減少傾向を改善することや、増加した海外からの参
加者に対する案内等を充実させることが必要である。そのため、第5回大
会の新企画「なないろチーム対抗戦」を積極的に打ち出すなど、大阪マラ
ソンの魅力及び情報発信の強化に取り組むとともに、新たにアプリを開
発し、海外からの参加者にとってわかりやすい案内の充実を図る。

①：目標達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
②：目標未達成(見込)　(ⅰ)取組は予定どおり進捗　(ⅱ)取組は予定どおり進捗していない
③：撤退基準未達成

戦略に対する取組の有効性 ○
○：有効
×：有効でないため取組を見直す
―：中間アウトカム未設定(未測定)

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○大阪マラソンの開催
・3万人規模の市民マラソンを開催し、参加者のみならず沿道住民にもス
ポーツの魅力を体感してもらうことで、スポーツ人口の拡大を図る。
・また、ランナーや観客、ボランティア等に、チャリティへの参加機会を提
供し、チャリティ文化の普及につなげるとともに、多彩な関連イベントを同
時に開催することにより、ランナー以外の方にも楽しんでいただける、大
阪全体が盛り上がる大会をめざす。

・参加者申込者数：10万人
・コース沿道の観衆：100万人
・国外エントリー者数：3千人
【撤退基準】
・申込者が定員の倍に達しない場合、かつ次年度開催意向（府民意向調
査等）が過半数に満たない場合に中止を含めた事業のあり方を検討す
る。
前年度までの実績
【第3回大会　H25．10．27】
　参加申込者　151,410人、大会当日出走者　31,249人
　大会当日コース沿道観衆 1,250,000人、国外エントリー者数　1,847人
【第4回大会　H26．10．26】
　申込者数　145,473人、大会当日出走者　31,981人
　大会当日コース沿道観衆 1,300,000人、国外エントリー者数　5,304人

25決算額 90百万 26予算額 90百万 27予算額 90百万

具体的取組１－１－３ 【2015年シンボルイヤーにおける効果的なイベントの展開】★


