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▲ 735

(ア)－(イ)　　　19年度算定(ア)

19年度算定（ア）が配分額(イ）に比して７億３５００万円下回っている理由
市税外収入確保の観点から、局裁量経費の財源として株式売却代７億４０００万円を計上したことなどに
よる。
なお、重点政策予算枠での要求の欄において、括弧書で、歳出２億７４００万円、税等２億１４００万円を計
上している。これは、都市再生重点産業立地促進助成制度における企業本社・海外大学の誘致のための
特例の創設、国や府と協調して鉄道の安全性の向上を図る助成制度の拡充、全庁の地図情報を共有化
し業務の高度化と効率化を図る統合型ＧＩＳの整備のほか、都市再生重点産業立地促進助成制度の事業
計画承認済案件にかかる経費を計上したものである。
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イ 局予算編成方針 

 
 
                               

目標像・使命 
１．広域的視点をもった中長期的ビジョンづくり 

関西圏の活性化を図るため、広域的役割を果たしながら、中長期的視点に立ってビジョンを持った都市
づくりを推進する。 

２．まちづくりの専門部局として、魅力あるまちづくりのコーディネートとサポート 
市民に信頼されるまちづくりの専門部局として、良好な都市空間を創り出すため、適切な規制・誘導を
行うとともに、まちづくりに関するさまざまなコーディネートにより、安全安心で美しく快適な市民主体
のまちづくりをサポートする。 

３．都市プロモーションの意識をもった持続的で活力ある創造都市づくり 
都市プロモーションの意識を持って、これまで蓄積した大阪の都市基盤や経済基盤、優れた居住環境な

どを国内外にアピールする。そして、より一層大阪の魅力を高めるため、産学とも協働しながら、良好な
都市空間の形成とあわせて文化・学術・経済等の都市機能を充実し、さまざまな都市活動や都市開発を誘
発・支援するなど、持続的で活力ある都市づくりに貢献する。 

現状認識 

経営課題１の背景となる現状 
（外部環境） 
・市内への工場立地や都心の空室率が回復するなど、大阪の景気は改善局
面にあり、各方面から大阪への投資の期待が高まっており、大阪のビジ
ネス環境やインセンティブ等の情報を知りたいというニーズが増加し
ている。 

・しかし、首都圏及び海外において、大阪のビジネスポテンシャルや都市
再生の動き、インセンティブが知られていない。 

・大阪のビジネス魅力が注目されてきているものの、中枢機能の流出傾向
が止まっておらず、依然として危機感を抱えている。そのため企業・大
学等を誘致し、流出の防止に向けた取組が求められている。 

・企業や大学等の誘致と再集積を活かした人材育成に向けた取組が求めら
れている。 
（内部環境） 
・まちづくりの専門部局としてまちづくりのコーディネート・サポート能
力を保有しているとともに、民間投資のワンストップサービスを実施す
る都市再生・プロモーション本部事務局を備えている。 

・大阪のまちはこれまで築いてきた豊富な歴史と文化が蓄積されるととも
に、都市インフラが高密度に整備されているなど高いポテンシャルを持
っている。 

主な経営課題(改革課題) 戦略及び達成目標 19 年度主要事業（主な取組） 

19 年度予算編成の考え方 

・ 常に都市プロモーションの意識を持って、現在作成中の局経営方針のもと、施策・事業の選択と集中の取組みを進める。 

・ 具体的には、局配分予算の中で更に局重点枠を設定し、優先事項に予算を重点配分し、それ以外の経費については、１５％の削減を

行った。 

・ なお、市税外収入の確保の観点から株式売却を行うこととし、７４０百万円の売却代を計上した。 

経営課題１ 
都市プロモーションの推進 
都市の再生に資する民間投資
を促進させるため、局横断的にま
ちづくりと連携しながら効果的
なプロモーションを推進すると
ともに、民間ニーズへの迅速な対
応を図り、企業・大学等の誘致と、
再集積を活かす仕組みづくりを
進める。 
また、都市プロモーションにつ
なげるため公民協働による安
全・快適な地域まちづくりを行う
とともに、受け皿となるまちづく
りのため、民間の開発・投資を誘
導・促進し、にぎわいと魅力ある
拠点開発を促進する。 

戦略１ 都市プロモーションの推進と企業・大学等の誘致 
トッププロモーション、イメージアッププロモーションを推進するとと
もに、企業・大学等への効果的かつ具体的な誘致活動を進め、市として 3
年間で 120 社の企業誘致をめざす。とりわけ、大規模先端工場や大学等に
ついては、個々のニーズを把握するとともに、支援制度を拡充し、積極的
な誘致を進める。さらに、創造都市を支える人材の育成について、企業・
大学等との連携システムを構築するとともに創造の源泉である科学技術の
振興に取り組む。 
（目標：支援制度を活用した大規模先端工場等誘致件数）3年間で 6件 
（目標：支援制度を活用した大学等誘致件数）     3年間で 4件 

１ 都市プロモーションの推進によるイメージアップ 

 ① トッププロモーションの推進 

 ② イメージアッププロモーションの推進 

   

２ 国内外の企業・大学等の誘致と連携の推進 

 ① 活性化に資する企業・大学の総合的な誘致戦略の推進 

 ② 都市再生重点産業立地促進助成 

 ③ 大学と連携した大阪圏の人材育成中核拠点の形成 

 ④ 科学技術振興にかかる調査 

   

１ 公民協働による集客魅力の向上 

 ① 御堂筋の活性化 

 ② 公衆無線 LAN サービスの利用範囲の拡充 

 ③ 水の都大阪再生構想の推進 

 ④ 関西国際空港集客・利用促進事業の推進 

⑤ 都心再生シナリオの作成 

   

経営課題２の背景となる現状 
（外部環境） 
・市民や企業のニーズが多様化・高度化し、ライフスタイルが大幅に変
化し、まちづくりへのニーズが量的な充足から質的な充足へと変化し
つつある。 

・急速に高齢化が進展し、本格的な高齢社会の到来が予測されている。 
・まちの安全性や安心へのニーズが高まっている。 
（内部環境） 
・まちづくりの専門部局として、コーディネート及びサポート能力を保
有している。 
・まちづくりの誘導機能と規制機能を備えている。 
・大阪の活性化のためには、まちづくりを実践するなかで、空間形成と
あわせ、地元住民や企業等のニーズもふまえながら、インセンティブ
や規制緩和等の手法も活用しつつ、必要な機能を加え、まちの付加価
値・質の向上に向けた取組が必要となっている。 

・地域において自主的なまちづくり機運の萌芽が見られる。しかし、多く
の地域においては行政への依存度が高く自主的なまちづくりの機運が
面的に広がってはいない。 

・地域において自らのまちを管理運営、活性化促進、それらのための協議
調整する機運が出てきている。 

経営課題２ 
公民協働による安全・快適な地
域まちづくり 
良好な都市空間を創り出すた
め建築物等へ適切な規制・誘導
を行うとともに、市民・企業と
の協働によりまちを安全で安心
なものとし、活力と魅力にあふ
れる都市空間・地域づくりに取
り組む。地域の市民主体のまち
づくりの実施にあたっては大阪
市がまちづくりに関する様々な
コーディネートによりサポート
すること円滑なまちづくりを促
進する。 
これらの取組により、大阪の
イメージアッププロモーション
につなげる。 

戦略１ 公民協働による集客魅力の向上 
御堂筋などで、にぎわい創出や空間の魅力向上を図るとともに、ユビキ
タス環境を充実するなど、公民協働によりまちを活性化する。また、中之
島線の整備を契機に、中之島の水辺や公園、中央公会堂等の歴史的文化的
資源を活用し、中之島地区全体の魅力を高める。また、地元経済界などと
連携し、関西国際空港の集客・利用促進を図る。これらの取組によりまち
づくりプロジェクトを誘導する。 
（目標：御堂筋の活性化を図るための長期構想の策定 

本町・淀屋橋交差点でのにぎわいスクエアの創出） 
（目標：市施設に設置される民間公衆無線 LAN アクセスポイント数） 

平成 17年度 15 箇所 → 平成 20年度 30箇所 
（目標：関西国際空港の航空機発着回数） 

平成 16年度 10.3 万回／年 → 平成 19年度 13 万回／年 
（目標：緊急整備地域における誘導プロジェクト件数）  

3 年間で 5件 

戦略２ 良好な環境を備えた市街地整備の推進 
景観形成推進計画に基づき、景観計画の充実に向けた施策の実施を進め、
地域の特性を生かした都市景観の形成を図る。また、民間開発において適
正な緑化・景観誘導を行い、良好で魅力のある都市空間の形成を図る。 
（目標：景観形成推進計画に基づく良好な景観形成施策の推進を図る地区を

指定） 
     2 年間で 2ヶ所 
（目標：民間建築物に対する緑化指導により確保される緑化面積） 

3年間で 12ha

１ 良好な環境を備えた市街地整備の推進 

 ① 景観形成方策の推進 

 ② 大規模建築物の事前協議および景観法に基づく届出な

どによる緑化・景観誘導など 

③ ワンルームマンションの事前協議による快適な生活環

境の形成 
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  戦略３ 安全・安心な都市空間整備 
駅舎や道路、公園、生活関連建築物等について、新法に対応した一層の
バリアフリー化を推進するとともに、交通施設・建築物等の安全性向上や
迷惑駐車などの都市交通問題対策など、安全・安心で利便性の高い都市空
間整備を図る。 
（目標：地下駅火災対策の実施駅数） 
     1 年間で 3駅 
（目標：鉄道駅耐震補強の実施駅数） 
     4 年間で 6駅 
（目標：軌道施設安全対策の実施） 
     2 年間で緊急性の高い約 140ｍを整備 
（目標：市内駅舎のエレベーター設置率） 

平成 17年度 89％ → 平成20年度 94％ 

１ 交通施設・建築物等安全・安心な都市空間整備 

 ① ミナミ活性化まちづくり検討調査 

 ② 国の制度に基づく鉄道の安全性向上の推進 

 ③ 民間建築物の耐震性向上の促進 

 ④ バリアフリー化の推進など 

 ⑤ 迷惑駐車防止のための指導啓発など 

 ⑥ 自動二輪車違法駐車対策の検討 

経営課題３の背景となる現状 
（外部環境） 
・大阪市の財政状況が厳しく公共事業費が減少している。 
・民間主体のまちづくりの実績があがっている。 
（内部環境） 
・まちづくりの専門部局として、コーディネート及びサポート能力を保有
している。 
・まちづくりの誘導機能と規制機能を備えている。 
・大阪の活性化のため、プロモーションの受け皿となる、にぎわいと魅力
あるまちづくりが求められている。 

・地元住民や企業等のニーズもふまえながら、インセンティブや規制緩和
等の手法も活用することが求められている。 
・大阪の活性化に向けたまちづくりを展開していくためには、これまで
の公共主導型の開発計画から、民間のニーズを反映し、民間のまちづ
くりに対する意欲を十分に活用していくことが重要である。 

・きめ細かな規制・誘導のもとに民間の開発・投資を効果的・効率的に
推進し、今後必要となる都市機能や良好な都市環境の創出を図ってい
く必要がある。 

・まちづくりに活用できる市有地を保有している。 

戦略１ 民間の開発・投資の誘導・促進、活力と魅力ある拠点開発の推進 

地域特性や民間のニーズ・開発動向も踏まえつつ、市民ニーズ、投資環境

の変化などの社会経済環境、大阪市がめざすべき将来の都市像などを的確に

捉えることが益々重要になっており、それに即した土地利用の誘導や新しい

都市機能の導入を公民協調して取り組む。 
特に、適切な土地利用の実現や都市基盤の計画、緑地・広場などの空間

形成を適切に誘導・規制していくために、用途地域、地区計画、都市再生
特区など都市計画をはじめとするまちづくり手法を活用し、良好な民間開
発を推進する。 
（目標：緊急整備地域における増床面積） 

 3 年間で約 150ha 
（目標：西大阪延伸線） 

     平成 20年度完成 

１ 民間の開発・投資の誘導・促進、活力と魅力ある拠点開

発の推進 

 ① 大阪駅北地区の整備推進 

 ② 湊町地区（ルネッサなんば）の開発 

 ③ 岩崎橋地区の開発 

 ④ 拠点地区開発計画策定調査 

 ⑤ 土地の高度利用・有効活用の促進 

 

経営課題４の背景となる現状 
（外部環境） 
・関西圏の母都市としての求心力が求められている。 
・関西圏が一体となった、活発な経済活動を支える都市基盤整備のニーズ
がある。 

・安全で快適な市民生活や活発な都市活動は、鉄道、バスなどの公共交通
機関や道路ネットワーク、さらには上下水道をはじめとするライフライ
ン、公園などの都市基盤施設によって支えられている 

（内部環境） 
・本市の財政状況は非常に厳しい。 
・大阪のまちはこれまで築いてきた都市インフラが高密度に整備されて
いるものの、道路ネットワークが未完成であるなど都市基盤の不足も
見られる。 
・まちづくりの専門部局として、広域的な視点をもった中長期的視点に
立ったビジョンを持つとともに、まちづくりのコーディネート・サポ
ート能力を保有している 
・まちづくりを行う上で都市基盤整備は必要不可欠な要素であることか
ら、経済活性化に寄与する事業については、一律に削減するのではな
く、事業の選択と集中が必要。 

・あわせて、社会経済情勢に対応しまちづくりの課題に対応するととも
に、新しいまちづくり手法を活用するなど効率的・効果的に社会資本
の整備を行う必要がある。 

経営課題４ 
都市基盤の整備とマネジメント 
社会経済環境の変化やニーズに

柔軟に対応し、民間の投資意欲を

高め、まちづくりや都市活動を支

える都市基盤整備を進める。整備

にあたっては、事業の「選択と集

中」を一層推進し、効果的かつ効

率的に社会資本の整備を進めてい

くとともに、ＰＦＩ事業など効率

的なまちづくり手法を活用するな

ど、都市基盤整備のマネジメント

を進める。 

戦略１ 戦略的な都市基盤整備の推進 
社会経済情勢を踏まえ、都市施設計画や土地利用計画及び交通政策上の
課題に対応するとともに、社会資本整備の進め方に基づき、経済活性化・
都市環境の改善・安全・安心の観点から、広域的視点やコスト縮減の視点、
投資効果の早期発現の視点等を持って都市基盤の整備を戦略的に進める。
また、定期借地手法等を活用したＰＦＩ事業の促進を支援する。 
（目標：都市計画の課題への対応） 

 平成 18年度以降順次実施 
（目標：関西国際空港の２期滑走路） 

 平成 19年 8月 2日供用開始 
（目標：都市高速道路の整備推進） 

 淀川左岸線Ⅰ期 平成 24年度完成 
（目標：第３セクターにより整備中の鉄道整備事業費の節減と早期完成） 

  事業費             概ね 5％削減 
中之島線            平成 20年度完成 
西大阪延伸線          平成 20年度完成 
大阪外環状線鉄道放出～久宝寺間 平成 19年度完成 

新大阪～放出間 平成 23年度完成 

１ 戦略的な都市基盤整備の推進 

① 都市計画の課題への対応 

② ＪＲ東海道線支線の地下化など 

③ ＰＦＩ事業の活用促進 

２ 空港・都市交通網の整備促進 

 ① 関西国際空港２期滑走路の整備促進 

② 都市高速道路の整備促進 

③ 中之島線の整備促進 

 ④ 西大阪延伸線の整備促進 

 ⑤ 大阪外環状線の整備促進 

⑥ コミュニティ系バスの運営支援 

⑦ 国の制度に基づく鉄道の安全性向上の推進 

⑧ バリアフリー化の推進など 

経営課題５の背景となる現状 
（外部環境） 
・一連の厚遇問題や不祥事により市民等からの信頼は大幅に低下してい
る。 

・まちづくりに関する様々な情報は必要とされている。 
（内部環境） 
・本市の財政状況は非常に厳しい。 
・全市一丸となり市政改革に取り組んでいる。 
・様々な行政情報を保有しているが、それらを十分に提供できていない。 
・職員間での情報共有が十分ではない。 
 

戦略１ 職員の意識改革等による業務改善 
市民サービスの向上や企業誘致にむけて、市民・企業の考え方やニーズ
の十分な理解に立った職員のコミュニケーション力の向上や意識改革によ
る業務改善に取り組む。組織内の情報の共有化を進めるとともに職員数を
削減するなどして効率的な組織運営を図る。また、行政情報の分かりやす
い提供と、申請手続きの効率化を進めるため、ＧＩＳを活用したまちづく
り情報の電子化を促進する。 
（目標：監理団体への委託料の削減） 
     平成 19年度に平成16年度予算比で30％削減 
（目標：統合型ＧＩＳの整備） 

 18 年度以降推進体制を整備、 
平成 19年度データ整備・システム開発に着手、21年度ホームペ
ージによる市民向け電子地図の発信 

１ 職員の意識改革等による業務改善 

 ① 職員の意識改革による日常的な業務改善 

② 職員数の削減 

③ 監理団体への委託料の削減 

④ 各種情報の共有体制の整備 

２ 情報提供等市民サービスの充実 

 ① 局ホームページの充実 

 ② 統合型ＧＩＳを活用したまちづくり情報の電子化 

経営課題３ 
民間の開発・投資の誘導・促進、
活力と魅力ある拠点開発の推進 
都市プロモーションの受け皿とな

るまちづくりのため、民間の開発・

投資を誘導・促進し、土地の高度利

用・有効活用を進めるとともに、民

間との連携強化を図り、にぎわいと

魅力ある都市機能を備えた拠点開発

を推進する。 

経営課題５ 
市民や企業から信頼される組織
づくり 
市民サービスの向上に向け、職
員自らの職場改善運動などにより
職員の資質向上、意識改革に取り
組む。また、情報の職員間の共有
や職員数の削減など効率的な局内
組織運営体制への改革を進めると
ともに、積極的な情報の提供に努
め、組織の活性化を進めるととも
に、市民や企業から信頼される組
織づくりを行う。 
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ウ 計画調整局 主要事業の概要 

 
 
 
 
経営課題１ 都市プロモーションの推進 
 （達成目標）企業・大学等の誘致件数 ４件 
 
１ 都市プロモーションの推進によるイメージアップ 

  

■重 (1) トッププロモーションの推進  17百万円 
「大阪フォーリン・ビジネス・ネットワーク・クラブ」、「東京ビジネス・リーダーズ・フォーラム」 
を継続実施、サンフランシスコ市におけるトッププロモーション等を実施 
  

■重 (2) イメージアッププロモーションの推進  23 百万円 
世界陸上 2007 大阪大会を契機とした海外メディア向けプロモーション、経済界とタイアップした 
都市再生キャンペーン等を実施 
 

２ 国内外の企業・大学等の誘致と連携の推進 

 

■重 (1) 活性化に資する企業・大学の総合的な誘致戦略の推進  16 百万円 
ターゲット企業情報や大規模工場等立地適地に関する情報の収集、大学誘致に向けた 
受け皿づくり等 
 

■重 (2) 都市再生重点産業立地促進助成 8 億 3 百万円 
  基本型／重点産業分野の企業等に対して助成 建設費の 5％以内 上限 3億円 

大型特例／重点産業集積促進地域における先端産業の大規模製造業者に対して、府と協調補助 
建設費等の５％以内、限度額３０億円（単年度６億円限度）  

本社特例制度／先端産業の本社立地に対して、府と協調して賃料の 1／２を助成する特例を創設 
 限度額 30 百万円/年×２年 

海外大学特例／海外大学等に対して、賃料、渡航費、滞在費の１／２を助成する特例を創設 
限度額 27 百万円/年×２年 

  

■重 (3) 大学と連携した大阪圏の人材育成中核拠点の形成 86 百万円 

大学・大学院コンソーシアムを駅前ビルに誘致し、経済界とも連携しながら人材育成機能を充実 
■重  (4) 科学技術振興にかかる調査 33 百万円 

局     科学技術振興を持続的に推進するための工程を作成するとともに、国家基幹技術「次世代スーパー 
コンピュータプロジェクト」を活用した科学技術振興策を検討 

 
経営課題２ 公民協働による安全・快適な地域まちづくり 
 （達成目標）地下駅火災対策の実施駅数 ３駅（完了） 
       鉄道駅耐震補強の実施駅数 １駅 
       市内駅舎のエレベーター設置率 93％ 
       民間建築物に対する緑化指導により確保される緑化面積  

3年間で 12ha 
 
 
 

     経営課題に対応する 19年度の主要事業 
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１ 公民協働による集客魅力の向上 
  
  (1) 御堂筋の活性化 10 百万円 

御堂筋完成 70周年を契機とした御堂筋長期構想の策定や関連事業等を実施  

 (2) 公衆無線ＬＡＮサービスの利用範囲の拡充  
新たに開放する市施設の抽出及びサービス事業者の追加参入の促進 

  (3) 水の都大阪再生構想の推進 1 百万円 
水の都大阪再生協議会の枠組み活用しながら、水都再生の機運向上に向けて情報を発信   

■重 (4) 関西国際空港集客・利用促進事業の推進 122 百万円 

年間発着回数 13万回の達成に向けて、空港で集客イベント開催など 
(5) 都心再生シナリオの作成 5 百万円 

風格とにぎわいを備えた「御堂筋ブランド」の再現に向け、沿道の民間プロジェクトを誘導 

 
２ 良好な環境を備えた市街地整備の推進 

  
  (1) 景観形成方策の推進 9 百万円 

「大阪市景観計画」の充実・詳細化に向けた検討を実施  

(2) 大規模建築物の事前協議及び景観法に基づく届出などによる 
緑化・景観誘導など    4 百万円 
民間開発において、良好で魅力のある空間形成を図るよう誘導 

(3) ワンルームマンションの事前協議による快適な生活環境の形成 

ワンルーム形式集合建築物指導要綱の充実強化 

 
３ 交通施設・建築物等安全・安心な都市空間整備 

 
(1) ミナミ活性化まちづくり検討調査 5 百万円 

公民協働によるミナミの新たな魅力やにぎわいづくりに向けた検討を実施     
■重 (2) 国の制度に基づく鉄道の安全性向上の推進 86 百万円 

民間鉄道における地下駅の火災対策及び駅の耐震補強、並びに軌道施設の安全対策を促進 

 (3) 民間建築物の耐震性向上の促進                 38 百万円 
民間の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修の普及啓発、並びに診断・改修費用に対する補助 
を実施 

   

  (4) バリアフリー化の推進など 10 百万円 
新法に対応したバリアフリー化の推進など都市交通政策に関する調査を実施 

  (5) 迷惑駐車防止のための指導啓発など 25 百万円 
「迷惑駐車の防止に関する条例」に基づき、地域住民等による自主的活動を支援するため、 
啓発物品の支給等を実施    

  (6) 自動二輪車違法駐車対策の検討 15 百万円 

自動二輪車の駐車状況の実態調査及び附置義務化など駐車対策の検討を実施 
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経営課題３ 民間の開発・投資の誘導・促進、活力と魅力ある拠点開発の推進 
（達成目標）緊急整備地域における増床面積 3年間で約 150ha 
          
１ 民間の開発・投資の誘導・促進、活力と魅力ある拠点開発の推進 
 
■重 (1) 大阪駅北地区の整備推進      20 百万円 

公民連携により、大阪駅北地区の整備を推進    
 (2) 湊町地区（ルネッサなんば）の開発 540 百万円 

複合的な都市機能の集積によるにぎわいのあるまちづくりに向けて、民間開発を促進  

  (3) 岩崎橋地区の開発 124 百万円 

西大阪延伸線と連携したにぎわいのあるまちづくりに向けて、民間開発を促進 

局 (4) 拠点地区開発計画策定調査 17 百万円 
まちづくりのアクションポイントとなりうる拠点地区について、周辺部も含め、魅力を 
高めるための開発計画等の検討を行うなど、民間開発を促進 
  

監 (5) 土地の高度利用・有効活用の促進（マネジメント改革Ⅱ-3-①） 5 百万円 

局      「資産流動化プロジェクト」での検討を踏まえ、関係局等と連携しまちづくりに資する土地の 
利用について検討等を実施 

   
経営課題４ 都市基盤の整備とマネジメント 
（達成目標）第３セクターにより整備中の鉄道について、経費節減（概ね５％） 

を進めながら、早期完成を目指す。 
 
１ 戦略的な都市基盤整備の推進 

 

局 (1) 都市計画の課題への対応 10 百万円 
道路・公園等の都市計画の見直し案の検討を実施 

■重 (2) ＪＲ東海道線支線の地下化など 20 百万円 

地下化にかかる概略設計及び 2期の都市基盤のあり方の検討を実施   
監 (3) ＰＦＩ事業の活用促進（マネジメント改革Ⅰ-２-②）  3 百万円 

ＰＦＩ事業活用促進調査、並びに大阪市ＰＦＩ事業審査会運営等を実施  
 
２ 空港・都市交通網の整備促進 

 

  (1) 関西国際空港２期滑走路の整備促進  151 百万円 

関西国際空港株式会社への出資及び全体構想促進関係経費 

(2) 都市高速道路の整備促進 2,395 百万円 
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への出資 
  

 (3) 中之島線の整備促進 6,836 百万円 
        中之島高速鉄道株式会社への出資及び補助  

 (4) 西大阪延伸線の整備促進 4,888 百万円 
        西大阪高速鉄道株式会社への出資及び補助  
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 (5) 大阪外環状線の整備促進 1,627 百万円 
        大阪外環状鉄道株式会社への出資、補助、貸付  

  (6) コミュニティ系バスの運営支援 1,942 百万円 

地域住民の日常に必要な路線を対象に運営費補助金を交付、市民と協働して 

コミュニティ系バスの活性化に向けた取組みを推進 

■重  (7) 国の制度に基づく鉄道の安全性向上の推進（再掲）       86 百万円 
       民間鉄道における地下駅の火災対策及び駅の耐震補強、並びに軌道施設の安全対策を促進 
(8) バリアフリー化の推進など（再掲）              10 百万円           

                新法に対応したバリアフリー化の推進など都市交通政策に関する調査を実施 

 
経営課題５ 市民や企業から信頼される組織づくり 
 （達成目標）監理団体への委託料削減（マネジメント改革Ⅲ-１-①） 

１９年度に１６年度予算比▲３０％削減 
 
１ 職員の意識改革等による業務改善 

 

  (1) 職員の意識改革による日常的な業務改善（コンプライアンス改革Ⅲ-１-①） 
18年度に策定する「改善方針」に則った改善を推進       

(2) 職員数の削減（マネジメント改革Ⅰ-１-①）  

 

(3) 監理団体への委託料の削減（マネジメント改革Ⅲ-１-①）  

16年度予算比▲３０％削減（⑯予算４５１百万円⇒⑲予算３１６百万円）  

(4) 各種情報の共有体制の整備 2 百万円 

統計データの全庁的共有システムの整備など 

 
２ 情報提供等市民サービスの充実 

 

  (1) 局ホームページの充実 17 百万円 

各種統計情報の充実及び相談・提供体制の強化  
(2) 統合型ＧＩＳを活用したまちづくり情報の電子化 70 百万円 

統合型ＧＩＳの機能開発、既存データの共有化に向けた整備等を実施 

  
 


