
【様式２】

課題＜上記要因を解消するために必要なこと＞

・中小企業が直面する経営上の課題やニーズ等を的確に把握し、これらに即した各種支援策を着実に推進していくことにより、中小企業の円滑な
課題解決を支援し、経営基盤の強化や事業拡大等につなげていくことが必要である。また、新たな地域経済の担い手の創出に向けて、起業を促進
し、経済の新陳代謝の促進につなげていく必要がある。
・さらに、今後の成長が期待される分野への参入や、成長著しいアジアをはじめとした海外市場への展開を促進することにより、中小企業の新たな
ビジネスチャンスの獲得や事業拡大につなげていくことが重要である。

【根拠法令等】大阪市中小企業振興基本条例
【全市目標】大阪市基本計画（政策目標1,2,3）、大阪の成長戦略

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

・地域の経済活動や市民の雇用を支える中小企業の活性化は重要な課題と認識しており、経営力強化や成長分野・海外市場へのチャレンジに向
けた様々な支援策を着実に推進し、本市として一定の役割を果たせていると考えている。
・しかしながら、大阪経済の業況としては、全体的に穏やかな回復傾向にあるものの、中小企業と大企業には大きな差があり、中小企業にとっては
依然厳しい状況が続いている。
・こうした中、中小企業は、外部環境の変化に脆弱で、直面する課題が多様化・複雑化しており、激しく変化する社会経済情勢に即応しながら、より
効果的な施策を機動的に展開していく必要がある。そのため、引き続き府をはじめとする関係機関との連携強化を図るとともに、国内外からの観光
客や新たな企業の立地等によって、もたらされる活力がビジネスチャンスにつながる施策を推進するなど、局施策間連携による相乗効果を図り、一
体的・戦略的に施策を展開していく。

重点的に取り組む主な経営課題

経営課題３ 【中小企業の活力創出や成長・発展の促進】

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＞

・大阪経済の主要な担い手である中小企業が外部環境の変化に的確に対応し、自らの強みを十分に発揮して様々なビジネスチャンスを取り込みな
がら成長・発展を遂げることにより、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＞

・大阪経済の活性化に向けて、市内事業所の98％を占め、市民の雇用や暮らしを支えるなど重要な役割を果たしている中小企業が、活発に事業活
動を展開することが重要である。一方で、中小企業は資金や人材といった経営資源に大きな制約を抱え、外部環境の変化に対して脆弱であるとと
もに、直面する経営上の課題は多様化・複雑化しており、個々の企業努力だけでは解決・克服が困難な問題が数多く存在している。また、市内事業
所の開業率については、廃業率を下回る状況が続いている。

（複数回答）

項目 割合

人材の確保・育成 54.1%

既存事業の販路・市場拡大 51.1%

新しい収益源の確立 43.8%

既存製品・サービスの高付加価値化 37.5%

後継者の育成 31.8%

新しい事業分野への参入 21.2%

設備投資（老朽設備の更新） 20.4%

技術力向上・研究開発体制の強化 19.0%

資金調達・資金繰り改善 15.8%

製品・サービスのコスト低減 11.7%

中小企業が重点的に取り組みたい経営課題

資料：大阪商工会議所「中小企業の経営課題と
　　　雇用に関するアンケート調査」結果より抜粋

業況判断ＤＩの推移（前期比、業種別、規模別）

　　資料：「大阪市景気観測調査」
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資料：「大阪の経済2015年版」

事業所数
（民営）

（単位：ヵ所）

従業者数
（単位：人）

区分

市内全企業に占める中小企業の割合（事業所数・従業者数）

2006 2009 2012

開業率 4.84 2.93 2.02

廃業率 7.04 7.47 7.19

資料：「大阪の経済2011～2015年版」

区分

※算出の基礎データとしている「事業所・企業統計調査」及び「経済センサス-基礎調査、

　活動調査」の新設事業所の定義が異なることもあり、開業率が過小に算出されている

　可能性があるため、以前の開廃業率とは単純に比較できない。

　また、算出根拠とする統計が異なるので、時系列での比較はできない。

年

市内事業所の開業率・廃業率

（単位：％）



【様式２】

円 円 円

めざす成果及び戦略　３－１ 【中小企業の経営力強化や成長の支援】

171社 A

Ａ

・産業創造館の支援事業により、創業した件数：155件
- A

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＞
・中小企業が経営上の様々な課題を解決し経営力を強化するとともに、成長分野
や海外市場への参入等により事業活動を拡大し、大阪経済の活性化や成長に寄
与している。

・「大阪市中小企業振興基本条例」に基づき、大阪府や関係機関等と連携しなが
ら、中小企業の経営面、技術面の課題解決をはじめ、販路開拓、資金調達、起業
などの各種支援策を推進し、中小企業の経営基盤の強化や経営革新、経済活動
の新たな担い手の創出を支援する。また、地域経済の活性化に向けて、区役所等
と連携し、地域に根ざす商店街の集客力強化やものづくり企業の良好な操業環境
の整備等を支援する。
・中小企業の優れた技術力やアイデア、機動力などの強みを活かして、今後の成
長が期待される「ライフ（健康・医療・介護等）」や「グリーン（環境・エネルギー
等）」、付加価値を高める「クリエイティブ」などの分野への参入や、成長著しいアジ
アをはじめとした海外市場への展開を促進する。
・さらに、国内外からの観光客や新たな企業の立地等によってもたらされる活力
を、地域の中小企業がビジネスチャンスとして獲得していくための取組を推進す
る。
・こうした支援策をより効果的なものとするため、市内企業の実態や課題・ニーズ等
の把握・分析を行い、内部での情報共有、施策・事業の企画立案・情報提供への
活用などを図る。

アウトカム＜めざす状態を数値化した指標＞
※重点目標
　・産業創造館の支援事業により、
　　経営力強化・課題解決につながったと回答した企業数
    ：300社（26～28年度）
　　創業した件数：200件（27～28年度）
　・工業研究所の支援活動（依頼試験及び受託研究）により、課題解決に
　　つながったと回答した割合：80％（27年度）
　・地域における地域経済活性化に向けた事業の実施により、地域の経
    済活性化や課題解決につながったと回答した割合：80％（27年度）
　・成長産業分野の支援事業により、
　　成功モデルとなるトップランナー企業の創出：3社（26～28年度）
　　クリエイティブ分野での新製品・サービスの実現：10件（26～28年度）
　・海外展開支援により、海外企業と成約につながった件数：100件（26～
　　28年度）

・工業研究所の支援活動（依頼試験及び受託研究）に
より、課題解決につながったと回答した割合：97% 96%

アウトカムの達成状況 前年度 個別

A

25決算額 349百万 26予算額 343百万 27予算額

・成長産業分野の支援事業により、クリエイティブ産業
における新たな製品・サービスの実現件数：7件（26～
27年度）

4件 A
今後の対応方向　　※有効性が「イ」の場合は必須

・海外展開支援により、海外企業と成約につながった
件数：70件（26～27年度）

28件 A

Ａ：順調　Ｂ：順調でない

戦略の進捗状況

339百万

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○大阪産業創造館等における経営力強化の支援
・大阪産業創造館において、行政の「公益性・中立性・継続性」と、民間の「専門性・
柔軟性・収益性」の双方を発揮できるよう関係支援機関による運営を図り、大阪へ
の集客など様々なビジネスチャンスをとらえつつ、社会経済情勢の変化や企業
ニーズに即応した支援事業を展開する。
・グローバル化への対応など多様化する中小企業の経営課題や、「事業承継」、
「女性の活躍促進」等の社会経済情勢の変化に応じたテーマに機動的に対応し、
様々な分野の専門家によるコンサルティングやセミナー開催、市場のニーズや販
路を熟知したアドバイザーによる多様なマッチング機会の提供などにより、中小企
業の経営課題の解決や経営革新、創業等を支援する。
・大阪産業創造館やインテックス大阪において開催される見本市を活用し、中小企
業の販路開拓等を支援する。

（大阪産業創造館における経営相談への対応件数：5,500件（コンサルタント派遣含
む）、マッチング支援プログラム開催回数：50回）

・大阪産業創造館における支援サービス利用者満足度90％以上
【撤退基準】
・大阪産業創造館における支援サービス利用者満足度が70％以下の場合、事業
スキームを再構築する。

前年度までの実績
・大阪産業創造館における支援サービス利用者満足度：94.2%(25年度）、94.9％（26
年8月末時点）
・大阪産業創造館における経営相談への対応件数：5,589件（コンサルタント派遣含
む）（25年度）、2,448件（26年8月末時点）
・マッチング支援プログラム開催回数：51回（25年度）、19回（26年8月末時点）

a
ａ：順調
ｂ：順調でない

具体的取組３－１－１ 【中小企業の経営力強化の支援】★

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

・地域における地域経済活性化に向けた事業の実施
により、地域の経済活性化や課題解決につながったと
回答した割合：80％

81% A

・成長産業分野の支援事業により、成功モデルとなる
トップランナー企業の創出：0社（26～27年度）

0社 A

全体
・大阪産業創造館の支援事業により、経営力強化・課
題解決につながったと回答した企業数：351社（26～27
年度）

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

・引き続き、中小企業のニーズに沿った各種支援プログラムの提供を行うなど、利
用者の事業活動上の課題解決や成長・発展により一層つながるよう取り組んでい
く必要がある。そのため、中小企業が直面する実情や課題、利用者ニーズの把握
等を通じ、それらを踏まえた各種支援プログラムの提供を行うとともに、社会経済
情勢や国の動向等にも対応しながら、支援プログラムの内容の充実に努めるほ
か、経営相談を通じて、各種支援サービスにつなぐなど、より満足度の高いサービ
スを提供していく。

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)

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

・経営全般に関する相談対応や、「事業承継」「女性の活躍促進」等の時宜に応じ
たテーマでのセミナー実施、販路開拓に向けたマッチングなど、企業ニーズに即応
した様々なプログラムを実施
・大阪産業創造館における経営相談への対応件数：6,353件（コンサルタント派遣含
む）
・マッチング支援プログラム開催回数：54回

・引き続き、きめ細かな相談対応や、中小企業のニーズに沿った各種支援プログラ
ムの提供を行い、利用者の事業活動上の課題解決や成長・発展により一層つなが
るよう取り組んでいく必要がある。

業績目標の達成状況
・大阪産業創造館における支援サービス利用者満足度：94.6％ ①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・中小企業が直面する実情や課題、利用者ニーズの把握等を通じ、それらを踏まえ
た各種支援プログラムの提供を行うとともに、社会経済情勢や国の動向等にも対
応しながら、支援プログラムの内容の充実に努めるほか、経営相談を通じて、各種
支援サービスにつなぐなど、より満足度の高いサービスを提供していく。



【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組３－１－１ 【中小企業の経営力強化の支援】★

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○工業研究所における技術面の支援
・技術相談や試験分析、受託研究に対応し、中小企業の抱える技術面の
課題解決を支援する。
・中小企業が新たな技術・製品等の開発に効果的に取り組めるよう、研
究所が産学官連携を促進するコーディネーターの役割を担い、共同研究
開発プロジェクトの組成や推進、実用化の支援を行う。
・研究所内に設置した蓄電デバイスの作製・評価を行う「電池開発評価セ
ンター」やＬＥＤ製品の評価を行う「次世代光デバイス評価支援センター」
における環境・新エネルギー関連の技術開発支援などにより、成長産業
分野への中小企業の参入や事業拡大を促進する。

（依頼試験及び受託研究件数：9,500件、産学官連携による共同研究開
発プロジェクトの組成：9件）

・依頼試験及び受託研究利用者のサービス内容への満足度：80％
【撤退基準】
・依頼試験及び受託研究利用者のサービス内容への満足度が60％未満
であれば、利用者ニーズ等に対応した支援スキームへ再構築を図る。

前年度までの実績
・依頼試験及び受託研究件数：12,637 件（25年度） 、5,672件（26年8月末
時点）
・産学官連携による共同研究開発プロジェクトの組成：12件（25年度）、11
件（26年8月末時点）

25決算額 1,159百万 26予算額 1,080百万 27予算額 1,201百万

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

・引き続き、企業ニーズに沿った技術開発を実施するとともに、研究成果
を着実に企業に技術移転し製品化につなげていく必要がある。そのた
め、橋渡し研究機関としての機能を発揮しながら、産学官連携、企業間
ネットワーク等の充実を図るなど、より効果的・効率的な支援事業等を検
討・実施するとともに、付加価値の高い製品等の実現と研究開発成果の
実用化に取り組む。

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)

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３－１－１ 【中小企業の経営力強化の支援】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・依頼試験及び受託研究件数：12,319件
・産学官連携による共同研究開発プロジェクトの組成：12件

・経済のグローバル化や新興国の台頭、電気料金や原材料費の高騰な
ど、大阪の中小製造業が置かれている経済状況は、年々厳しさを増して
おり、高付加価値な新技術・新製品の開発、成長が見込まれる産業分野
の振興、継続的なイノベーション創出環境の構築等の取組みが必要であ
る。業績目標の達成状況

・依頼試験及び受託研究利用者のサービス内容への満足度：
95％

①
（ⅰ）

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・企業ニーズに即した技術相談や依頼試験分析、受託研究等を実施し、
高付加価値な新技術・新製品の開発を支援する。
・コーディネーターを中心に、産学官連携による共同研究開発プロジェク
トの組成や推進に取り組み、成長が見込まれる産業分野への中小企業
の参入や事業拡大を促進するとともに、企業間ネットワーク等の充実を
図るなど、イノベーション創出環境の構築を支援する。

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
〇中小企業への資金支援
・ 市内中小企業の創業や事業を支えるため、大阪信用保証協会等と連
携し、円滑な資金調達を支援する。

・一時的な売上の減少等により業況悪化をきたしている小規模企業者、
及び大阪産業創造館を活用して創業を目指す方等を対象とした制度融
資等の実施を通じて、市内中小企業の円滑な資金調達を支援する。
【撤退基準】
・本市制度融資については、制度の運用状況等を踏まえ、保証を行う大
阪信用保証協会や大阪府域で制度融資を実施する大阪府とも協議し、
適宜見直しを図る。

前年度までの実績
・制度融資の保証承諾実績
　27,466百万円（25年度）、743百万円（26年12月末時点）

25決算額 114,919百万 26予算額 91,212百万 27予算額 85,915百万

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

・市内中小企業を取り巻く経済状況等は絶えず変化するため、引き続き
中小企業の資金ニーズ等を捉えながら、関係機関等と連携し、市内中小
企業の円滑な資金調達を支援していく。

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)

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

・関係機関等と連携し、制度融資等の実施を通じて市内中小企業の円滑
な資金調達を支援
・制度融資の保証承諾実績　404百万円（27年度）

・市内中小企業を取り巻く経済状況等は絶えず変化することから、引き続
き中小企業の資金ニーズを捉え、制度融資等について適切な対応を図っ
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

・引き続き、経済状況等に鑑みながら、関係機関等との連携のもと、市内
中小企業の円滑な資金調達を支援していく。



【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組３－１－１ 【中小企業の経営力強化の支援】★

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○地域の実情・特性に応じた商店街・ものづくり企業等への支援

・商店街等への来街者の安全性・快適性を確保し、集客力を高めるため商店街等が実施するソフ
ト・ハード事業に対して支援を行う。
さらに、他都市の商店街活性化に係る取組み等を参考として、新たな地域商業活性化施策を策定
し商店街団体と地域の人や団体とのネットワークづくり等を支援する。
・将来のものづくりを担う人材を有する工業高校等とものづくり企業との交流を深める取組みによ
り、相互理解を促進することを通じて企業の人材確保につなげる。
・地域住民とものづくり企業との相互理解を深める取組や、商店街や地域の魅力発信など地域の
経済活性化につながる活動を区役所と連携して促進する。さらに、区役所が地域の中小企業に対
して局の施策や支援機関等を適切に案内できるよう、関連情報を提供するなど区役所を積極的に
支援する。

・商店街等が実施する活性化事業により、来街者の満足度が向上したと回答した商店街等の割
合：80％
【撤退基準】
・商店街等が実施する活性化事業により、来街者の満足度が向上したと回答した商店街等の割合
が、支援件数の60％未満であれば、当該支援スキームを再構築する。

・地域商業活性化推進事業により、近隣住民・来街者等の満足度が向上したと回答した割合：
80％
 【撤退基準】
・新たに実施する地域商業活性化推進事業により、近隣住民・来街者等の満足度が向上したと回
答した割合が50％未満であれば当該事業スキームを再構築する。

・工業高校等とものづくり企業との交流会への参加者満足度：90％以上
【撤退基準】
・交流会について満足したと回答した参加者の割合が70％未満の場合、事業内容を再構築する。

前年度までの実績
・商店街等ソフト事業支援件数：24件（24年度）、8件（25年度）　6件（26年12月時点）
・商店街等ハード事業支援件数：6件（24年度）、0件（25年度）、0件（26年12月時点）

25決算額 40百万 26予算額 61百万 27予算額 69百万

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

・引き続き、商店街、ものづくり企業等の課題やニーズ、活動状況等を的
確に把握し、各区の特性や地域の実情に即した効果的な取組みを実施
する必要がある。そのため、地域ごとの特性や実情に合わせた活性化の
取組みが円滑に推進できるよう、区役所と綿密に情報交換・共有を行うな
ど、緊密な連携を図る。

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)

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３－１－２ 【成長分野・海外市場へのチャレンジ支援】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・商店街等におけるアーケードや街路灯整備などのハード事業及び、商
店街マップの制作などのソフト事業に係る補助対象事業の募集・選定の
うえ補助を実施
・商店街団体と地域の人や団体とのネットワークづくり等の支援を、対象
となる地域を募集・選定のうえ6地域において実施
・ものづくり企業の将来的な人材確保につなげるため、工業高校等ともの
づくり企業との交流会を実施

・商店街等が実施する活性化事業やものづくり企業等への支援に対する
支援などを着実に実施し、概ね業績目標を達成することができた。地域
商業活性化推進事業においては、目標には達しなかったものの事業対
象商店街の全てにおいて「取組意欲の増加」が確認されるなど、一定の
成果が見られており、引き続き地域の実情に即した効果的な取組を実施
し、近隣住民・来街者の満足度向上につなげていく必要がある。

業績目標の達成状況
・商店街等が実施する活性化事業により、来街者の満足度が向
上したと回答した商店街等の割合：100％
・地域商業活性化推進事業により、近隣住民・来街者等の満足度
が向上したと回答した割合：50％
・工業高校等とものづくり企業との交流会への参加者満足度：
97％

①
(i)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・地域商業活性化推進事業において、今後も継続して活性化に向けた取
組みを行えるよう商店街が実施する「運営体制の強化」や、「近隣住民・
来街者等への情報発信」、「地域住民等とのコミュニケーションを深める
取組み」を支援する。
・また、地域ごとの特性や実情に合わせた活性化の取組みが円滑に推進
できるよう、区役所と綿密に情報交換・共有を行うなど、緊密な連携を図
る。

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業
（大阪トップランナー育成事業）
・今後の成長が期待される「ライフ」、「グリーン」分野において、新たな製品・サービ
スの事業化をめざす企業のプロジェクトを認定し、技術開発や販路開拓、資金調達
支援など各段階の課題に対応した一貫した支援をコーディネータが伴走して実施
する。

（プロジェクト新規認定件数：10件）

・プロジェクト認定を受けた企業のうち、新製品・サービスの事業化促進に効果が
あったと回答した割合：80％
【撤退基準】
・プロジェクト認定を受けた企業のうち、新製品・サービスの事業化促進に効果が
あったと回答した割合が60％未満であれば、事業手法の再構築を行う。

前年度までの実績
（25年度）
・プラットフォーム会員　：　企業会員603社、サポーター会員23機関
・プロジェクト創出に向けたセミナー5回、研究会3回、教育プログラム8回
・プロジェクト新規認定件数　：　27件
（26年12月末時点）
・プラットフォーム会員　：　企業会員696社、サポーター会員25機関
・プロジェクト創出に向けたセミナー1回、マッチング会2回、教育プログラム3コース
・プロジェクト新規認定件数　：　6件

25決算額 133百万 26予算額 109百万 27予算額 87百万

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

・中小企業の成長産業分野への新規参入意欲を喚起するような成功事例をさらに
輩出していく必要がある。そのため、引き続き、将来において、成長することが期待
できる事業化プロジェクトに対し、事業化に向けた効果的な個別支援を着実に実行
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)

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

プロジェクト認定件数：43件（うち25年度認定：27件、26年度認定：6件、27年度認
定：10件）

・引き続き、今後の成長が期待できるプロジェクトを発掘、支援していく必要があ
る。

業績目標の達成状況
プロジェクト認定を受けた企業のうち、新製品・サービスの事業化促進に効
果があったと回答した割合：93.8％

①
(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・これまでの本事業での実施状況等経験を踏まえ、より事業化につながる案件の
発掘につながるよう選定の視点を見直すとともに、「ライフ」、「グリーン」分野に限ら
ず、新たな需要の創出が期待できる分野へと支援対象分野を拡大し、各プロジェク
トを事業化に向けて支援する。



【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組３－１－２ 【成長分野・海外市場へのチャレンジ支援】★

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○クリエイティブ産業創出・育成支援事業
・「クリエイティブネットワークセンター大阪　メビック扇町」を中心に、大阪
におけるクリエイターのネットワークの拡大を図る。
・クリエイターとものづくり企業をはじめ様々な業種とのマッチングなどを
実施することで、クリエイターと異業種企業との協働による高付加価値な
製品・サービスの創出につなげるとともに、新たな製品・サービス開発な
ど自ら新規事業を生み出すプロデューサー人材の育成を行う。
・大阪のクリエイターが全国的に認知され、受注を獲得・拡大できるよう全
国にサポーターを配置し、在阪クリエイターとの協働に意欲のある企業の
発掘等を行う。

・クリエイターの新規紹介や異業種企業とのマッチングなどにより、取引・
連携に至った件数：200件
【撤退基準】
・クリエイターの新規紹介や異業種企業とのマッチングなどにより、取引・
連携に至った件数が100件未満であれば、事業手法の再構築を行う。

前年度までの実績
・クリエイターの新規紹介件数：143件（25年度）、91件（26年12月末時点）
・クリエイターの新規紹介や異業種企業とのマッチングなどにより、取引・
連携に至った件数：312件（24～25年度）

25決算額 107百万 26予算額 102百万 27予算額 99百万

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

・引き続き、さらなるクリエイターのネットワーク拡大を進めるとともに、クリ
エイター同士や異業種企業との連携・協働をさらに進めていく必要があ
る。そのため、これまで行ってきたクリエイターのネットワークの拡大の取
組みを引き続き進めるとともに、ビジネス創出のカギとなるプロデュー
サー人材の育成を図るほか、クリエイター同士やものづくり企業などの連
携・協働を促進する。

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)

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３－１－２ 【成長分野・海外市場へのチャレンジ支援】★

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須
・現役クリエイターによる取材活動により、府域におけるクリエイターのネットワーク構築活動を引
き続き実施
　クリエイターの新規紹介件数：129件
・新たな製品・サービス開発など自ら新規事業を生み出すプロデューサー人材の育成を目的とし
たセミナーを22回実施
・クリエイター同士や異業種との協働をめざした、ビジネスマッチングを9回実施

これまでの取組みから構築されたクリエイターのネットワークをさらに拡大
していくことに加え、このネットワークをベースにクリエイター同士やクリエ
イターとものづくり企業をはじめとした異業種との連携・協働を一層促進し
ていくことが必要である。

業績目標の達成状況
・クリエイターの新規紹介や異業種企業とのマッチングなどによ
り、取引・連携に至った件数：237件

①
(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

これまで行ってきたクリエイターのネットワークの拡大の取組みを引き続
き進めるとともに、ビジネス創出のカギとなるプロデューサー人材の育成
において、企画、営業、販売など事業を進めていくうえで必要な事項を体
系的に学ぶカリキュラムを実施するなど、より実践力を重視した育成プロ
グラムを実施する。また、クリエイター同士やものづくり企業などの連携・
協働を促進するためビジネスマッチング、展示商談会を開催するほか、
事業化にむけたサポートを強化する。

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○海外市場でのビジネス支援
・本市の姉妹都市やビジネスパートナー都市（ＢＰＣ）等との海外ネット
ワークを活用し、在阪企業によるアジアをはじめとする海外での見本市
出展やミッションの派遣等を通じて海外ビジネスを促進する。
・大阪産業創造館において、関係機関等とも連携しながら、グローバル化
への対応など多様化する中小企業の経営課題の解決に向け支援を行
う。（再掲）

・海外市場でのビジネス支援事業により、海外展開が企業経営に貢献す
ると回答した企業の割合　70%以上
【撤退基準】
・海外市場でのビジネス支援事業により、海外展開が企業経営に貢献す
ると回答した企業の割合が、60%未満であれば、支援スキームを再構築
する。

前年度までの実績

25決算額 - 26予算額 - 27予算額 -

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

・引き続き、より効果的な支援手法等について検討を進める必要がある。
そのため、引き続き事業の効果検証を行うとともに、関係機関等との連携
を図りながら、事業を着実に推進する。

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)

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

【海外見本市出展支援】
・香港フードエキスポ（27年8月）：5社、中国国際工業博覧会（27年11月）：
2社、マニュファクチャリング インドネシア（27年12月）：4社
【海外商談会開催】
・フィリピンものづくり・IT関連産業ミッションビジネスマッチング（27年10
月）：3社
【海外企業との国内商談会】
・ベトナム『IT』商談会（27年9月）、フィリピン食品商談会（27年10月）、タイ
国コスメティック商談会（28年2月）、オーストラリア食品商談会（28年3月）
【セミナー開催】
・フィリピンビジネスチャンスセミナー（27年7月）
・TPPセミナー（28年3月）

・より効果的な支援手法等について検討を進める必要がある。

業績目標の達成状況
・海外市場でのビジネス支援事業により、海外展開が企業経営に貢献する
と回答した企業の割合　100％ ①

(ⅰ)

改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き事業の効果検証を行うとともに、関係機関等との連携を図りな
がら、事業を着実に推進する。



【様式２】

円 円 円

円 円 円

具体的取組３－１－３ 【企業ニーズ等に応じた各種事業の企画・推進】

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○企業の課題・ニーズの把握・共有・活用
・市内中小企業の抱える課題やニーズを的確に把握するため、企業の個
別訪問や意見交換会などを実施する。また、企業情報データベースを活
用し、企業訪問等で把握した企業の支援ニーズ等を局内で蓄積・共有
し、効果的な施策の企画立案や個別企業への情報発信等に活用する。

（企業情報データベースへのアクセス件数：2,000件）

・意見交換を行う市内中小企業等の数：延べ200件
【撤退基準】
・意見交換等を行う企業等の数が延べ100件未満であれば、事業スキー
ムを再構築する。

前年度までの実績
（25年度）
・企業情報データベースの構築
・意見交換等を行った企業等の数：235件
（26年度）
・意見交換等を行った企業等の数：138件（26年12月末時点）

25決算額 3百万 26予算額 3百万 27予算額 3百万

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

・効果的な施策の企画立案・実施につなげるため、引き続き企業の課題・
ニーズの把握を継続的に行う必要がある。そのため、市内中小企業の個
別訪問等により課題やニーズの把握に努めるとともに、企業情報データ
ベースを活用し、支援ニーズ等の情報について、組織内での共有やきめ
細かな情報発信につなげていく。

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)

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３－１－4 【消費喚起による大阪経済の活性化】

自
己
評
価

取組実績 課題　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・局内の各担当部課（担当）において、市内中小企業等と意見交換を行
い、把握した企業ニーズや課題等をデータベースに蓄積し、組織内での
共有・活用に努めた。（企業情報データベースへのアクセス件数：2,030
件）

・効果的な施策の企画立案・実施につなげるため、引き続き企業の課題・
ニーズの把握を行う必要がある。

業績目標の達成状況
・意見交換を行った市内中小企業等の数：延べ220件 ①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・引き続き、市内中小企業の個別訪問等を通じて、より課題やニーズの
把握に努めるとともに、支援ニーズ等の情報について、企業情報データ
ベースを活用し、組織内での共有やきめ細かな情報発信につなげてい
く。

計
画

取組内容 業績目標（中間アウトカム）
○プレミアム付商品券発行事業
・国の緊急経済対策に対応し、市内の飲食・小売・サービスの店舗におい
て利用可能なプレミアム付商品券を発行することにより、これを呼び水と
して市内における商品・サービス購入などの消費喚起を図り、大阪経済
の活性化につなげる。
（本事業は26年度補正で予算化、27年度に実施）

・消費喚起効果額：130億円
【撤退基準】
（平成27年度終了）

前年度までの実績

25決算額 － 26予算額 1,909百万 27予算額 －

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

・商品券の発行冊数約109万冊を上回る約119万冊の予約応募を受け付
け、7月31日から商品券の引換販売・利用開始をしている状況である。今
後は、期限内に引換されなかった商品券が発生したことに対応し二次販
売を実施するとともに、幅広く周知広報等を図るなど商品券の期限内の
利用を促進することで、消費喚起効果を高め、大阪経済の活性化につな
げていく。

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)

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

・一次販売（6月）と二次販売（9月）において予定通り約109万冊を販売し、広く市民
への周知広報を図り、利用促進につなげることで、広く消費喚起を図った。

・本事業の実施に伴い得られたノウハウについて、今後の局事業の企画
立案にあたり効果的に活用していく必要がある。

業績目標の達成状況
・消費喚起効果額：148億円 ①

（ⅰ）
改善策　　※左記に「②、③」、「×」がある場合は必須

・本事業の実施にあたり、市民への周知広報の手法については一定のノ
ウハウが得られたため、今後の局事業の企画立案への活用に努める。


