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配分額を超過する理由

（注）１. 局配分予算には、平成20年9月30日付財第113号の会計別総括表の記載要領における、局裁量経費、

　　　　歳出に連動しない歳入、重点検討項目、非裁量経費の合計を記入すること。また、各区分の税等欄には、

　　　　同記載要領の再差引市費を記入すること。

　　　２．一般会計・局計欄の上段【　】には、公債費等を加えた計数を記入すること。

　　　３. 特別会計の税等欄には、一般会計繰入金を記入するとともに、収支過不足額を上段（　）書きで記入すること。

　　　４．21年度算定（Ａ）が配分額（Ｂ）を超過する場合は、その理由を明記すること。
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イ 計画調整局予算編成方針  

 
 
 
                

目標像 １．産業経済の活性化など都市機能の充実を通じた、持続的で活力あるまちづくりの実現 

２．利便性や快適性などに配慮した都市空間の形成を通じたにぎわいやゆとりを感じさせるまちづくりの実現 

３．安全な生活空間の形成を通じた、誰もが安心感を得られるまちづくりの実現 

使命 １．まちづくりの中長期的ビジョンづくり  ２．都市再生のしくみづくり 
３．都市空間形成のコーディネート     ４．生活空間形成のサポート 
５．公民連携や公民協働のしくみづくり 

21 年度予算編成の考え方 

・ 将来の大阪のまちづくりに向けた取組みと現状の課題の解決に向けた取組みについて、現在作成中の局経営方針のもと「都市機能の高度化」、「良好な都市空間や生活空間の形成」、「都市基盤の戦略的整備」の３つの分野を中心として、

施策・事業の選択と集中を進めた。 

・ 具体的には、「都市機能の高度化」で 15 億 9400 万円、「良好な都市空間や生活空間の形成」で 2億 7300 万円、「都市基盤の戦略的整備」で 60 億 7600 万円の事業費を計上した。 

経営課題１ 
【都市機能の高度化】 
・中枢機能の強化や産
業構造の転換に対応
した知的産業の集積
や文化交流機能を高
めるとともに、新たな
産業等の創造を担う
人材育成を行い、国際
競争力強化など広域
的な役割を担う関西
圏の母都市としてふ
さわしい高度な都市
機能の集積を図る。 

経営課題１の背景となる現状 
（外部環境） 

・尼崎から堺に至る大阪ベイエリアにお

ける薄型テレビ関連やリチウムイオン

電池の大規模工場の集積の進捗といっ

たことから、大阪への投資の期待が高ま

りつつあることが見受けられる。 

・大阪のビジネス環境やインセンティブ

等にかかる情報、その他都市プロモーシ

ョンに資する様々な統計情報に対する

ニーズが増加しており、首都圏及び海外

に向けた、大阪のビジネスポテンシャ

ル、都市再生の動き、インセンティブ、

その他各種統計情報の発信が求められ

ている。 

・大阪のビジネス魅力が注目されてきて

いるものの、依然として中枢機能の流出

傾向が止まっておらず、そのため企業・

大学等の誘致とともに、知的産業など産

官学連携による知の創出と人材育成に

向けた取組が求められている。 

（内部要因） 

・都市プロモーションに関するワンスト

ップサービスを実施するなど関係局を

横断的に調整する体制を有している。 
・民間開発の誘導や都市プロモーション

活動を通じて民間とのネットワークが

充実してきているが、重要な情報をタイ

ムリーに収集できるような実質的なも

のとして構築できていない。 
・社会人を対象とする大学・大学院のサ

テライト教室等の立地が増加している。 

・他都市に比べて大阪市内には大学が少

ない状況となっている。 

 

現状認識 戦略及び達成目標 
都市再生フォーラムの開催など       2000 万円  

トッププロモーションの推進         900 万円 

上海万博への大阪出展の準備          5500 万円 

関西国際空港集客・利用促進事業   1 億 2200 万円 

統合型ＧＩＳの整備事業              6500 万円 

21 年度主要事業（主な取組） 主な経営課題 

戦略１－２【大規模な拠点開発の推進】 
・大阪駅北地区、御堂筋沿道、難波・湊町地区など都市再生緊急整備地域における拠点をはじめ、

都市の再生につながる市内各所の拠点地区において、民間のエネルギーを 大限活用するため、
公共として適切な規制、誘導等を講じてコーディネート機能を発揮しながら、土地利用の高度
化や都市機能の強化を図る。 

（達成目標） 
・都市再生緊急整備地域内での民間開発を促進し、高度な都市機能の集積に対応した延床面積の
増床を図る。  

（平成 21 年度から 23 年度の 3年間で約 100ha）（大規模高規格オフィス及び商業系床面積の増床） 
（築年数 30 年以上の主要なオフィスビルの建替えの促進） 
（大阪駅北地区先行開発区域 平成 21 年度下期着工、平成 24 年度下期まちびらき） 

戦略１－１【都市プロモーションの推進】
・都市再生に資する民間開発を促進し、企業・大学等の進出や集積を促すため、国内外において
大阪のビジネスポテンシャルや都市魅力を発信することにより、シティセールスを実施する。 

・局ホームページや各種統計資料などの情報発信を強化し、幅広い民間活動の促進を支援する。 
（達成目標） 
・内外の民間企業・大学や投資家等に対する大阪のビジネスや投資魅力への関心度を向上させる。 
・企業等の立地や投資検討のために、各種統計資料や都市情報を容易に検索・収集できるよう、
情報発信のツールの充実・強化を図る。 
平成 20～21 年度 統合型 GIS のシステム開発（H20 庁内業務、H21 市民向け） 
平成 22 年度 統合型 GIS を活用した統計情報(人口・事業所数等)の発信 

都市再生重点産業立地促進助成    4 億 8900 万円 

・ 基本型 
・ 大型特例 
・ 本社特例 
企業の戦略的誘致の推進                  500 万円 

      

大阪駅北地区の整備推進 

○まちづくりの推進等に関する検討調査 2000 万円 

○まちづくり推進協議会による民間投資の促進 

100 万円 

湊町地区（ルネッサなんば）の開発    5 億 700 万円 

岩崎橋地区の開発                   1 億 2400 万円

拠点地区開発計画策定調査        4100 万円 

戦略１－３【高度な産業集積の推進】 
・大阪への進出意欲を持つ重点産業分野の企業等に対して効果的な誘致活動を進め、大阪の都市
再生及び経済の活性化に寄与する企業等の市内への立地の促進により、市内企業の取引機会の
拡大、重点産業の育成･振興及び雇用機会の創出を図る。 

（達成目標） 
・経済局及び港湾局との連携のもと、平成 21 年度から 23 年度までの 3 年間で都市再生重点産業
立地促進助成制度を活用して誘致する企業数として 6件を目標とする。 

戦略１－４【大学等の誘致・連携の推進】 
・大阪への進出意欲を持つ大阪の都市再生及び経済の活性化に寄与する大学等に対して効果的な
誘致活動を進め、その立地の促進により、創造的人材の育成・交流を図る。併せて、都市の活
性化を促進するため、大学等との連携の仕組みづくりを推進するとともに、新しい知の創出な
ど知的基盤の強化をめざして科学技術の振興に取り組む。 

（達成目標） 
・平成 21 年度から 23 年度までの 3年間で、誘致する大学数として 4件を目標とする。 
・平成 20 年度から 22 年度までの 3年間で、地域連携並びに人材育成機能の仕組みづくりを図り、

大学等との連携を推進する。 
・産学連携による研究開発を推進する。 
（平成 20 年度及び 21 年度において、大学・研究機関等における研究開発状況及び科学技術動向
を把握するとともに、先端科学技術利活用方策を検討する） 

都市再生重点産業立地促進助成           4900 万円 

・大学特例 

大学等の戦略的誘致の推進        700 万円 

科学技術振興にかかる調査         2500 万円 

知的創造拠点形成調査                   1500 万円

大学・大学院との連携システムの構築     2600 万円 

 

２ 



現状認識 主な経営課題 戦略及び達成目標  21 年度主要事業（主な取組） 

経営課題２ 
【良好な都市空間や
生活空間の形成】 
・市民・企業のニーズ
の多様化、ライフスタ
イルの急激な変化に
対応するとともに、ま
ちの安全性の向上な
どを図るため、施設の
安全性、快適性の向
上、公民の協働、規
制・誘導など、ハー
ド・ソフト両面からの
施策を実施し、良好な
都市空間、生活空間の
形成を図る。 

経営課題２の背景となる現状 
（外部環境） 
・本格的な高齢社会の到来を念頭に置い
たまちづくりが求められている。 
・都市空間・生活空間の安全性、安心へ
のニーズが高まっている。 
・建築確認・検査の厳格化や指定確認検
査機関の業務の適正化並びに増改築時
におけるアスベスト対策に係る建築基
準法改正や、確認申請とは異なる建て増
しや個室ビデオ店火災事故等といった
社会的事象が発生したことを受け、住ま
い・建築物の安全・安心の確保に関する
ニーズが高まっている。 
・市民や企業のニーズが多様化・高度化
するとともに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変化しており、ま
ちの魅力の向上や、良好な景観形成や緑
地の確保などうるおいの向上が求めら
れている。 
（内部要因） 
・本市所有地を有効活用し良好なまちづ
くりに資するためのノウハウを保有し
ている。 
・都市計画手法等を活用した規制・誘導
機能により、まちづくりのコーディネー
トとサポート能力を保有している。 
・大規模建築物等の事前協議の要綱や建
築基準法等により、宅地開発や建築計画
に際しての規制・誘導機能を保有してい
る。 
・景観条例等を活用した都市デザインや
景観形成に関する規制・誘導機能を保有
している。 
・民間の大阪での開発・投資の機運が高
まり、民間主体と協働したまちづくりの
実績がつみあがってきている。 
・民間開発の誘導や都市プロモーション
活動を通じて民間とのネットワークが
充実してきている。 
・社会人を対象とする大学・大学院のサ
テライト教室等の立地が増加している。 
・大阪市域を業務対象とする指定確認検
査機関が増加し、民間開放を進めてきて
いる。 
・自主的なまちづくり機運が醸成してき
ている。 
・大阪市内における建築確認の大部分
（約 96％）が、指定確認検査機関にお
いてなされていることから、指定確認検
査機関における建築確認審査、検査業務
の適正さを確保する必要がある。 
・自主的なまちづくり活動が一部に見ら
れるものの、面的に広がっていない。 
・地元のまちづくりニーズを把握し、ま
ちづくりをコーディネート・サポートで
きる十分な体制を構築できていない。 
・地域が自主的なまちづくりを行ううえ
で、行政のまちづくりのコーディネート
などのサポート機能が十分に発揮され
ていない。 

戦略２－１【安全な空間づくり】 
・鉄道等の交通基盤の安全性向上や都市交通問題への対応、さらには IT 等を活用した安全対策や

民間建築物の良好な居住環境の誘導など、安全・安心で利便性の高い都市空間整備を図る。 
・建築確認・検査の厳格化や指定確認検査機関の業務の適正化並びに増改築時におけるアスベス
ト対策に係る建築基準法の改正や、確認申請とは異なる建て増しや個室ビデオ店火災事故等と
いった社会的事象が発生したことを受け、適切な建築確認審査、工事完了時等における検査及
び違反是正がなされるよう各種取組みを通じた積極的な建築指導を実施し、住まい・建築物の
安全・安心の確保を図る。 

（達成目標） 
・鉄軌道施設の安全性を向上させる。 
（鉄道駅耐震補強 平成 19 年度から 22 年度までに 6駅の整備を支援） 
・今後概ね 5 年間で全ての新築建築物において、建築基準法等に適合していることを検査し確認
したことを証明する「検査済証」の交付がなされるよう取り組む。 

国の制度に基づく鉄道の安全性向上の推進 2300 万円 

ユビキタス街角見守りロボットモデル事業 

の検証・評価                            600 万円 

住まい・建築物の安全・安心の確保    3800 万円 

 

戦略２－２【魅力ある空間づくり】 
・御堂筋周辺や中之島地区など市民に親しまれ、集客の拠点となるエリアにおいて、公民協働に
より、にぎわいやゆとりを感じさせる魅力的な都市空間の形成を図るとともにユビキタス環境
を向上させるなど集客魅力の向上を図る。また、民間開発において適正な緑化・景観・環境へ
の配慮の誘導を行うなど市域全体で良好な都市景観・都市環境づくりを進め、都市のイメージ
アップを図る。 

・大阪城、中之島から安治川を経て海に至る川筋の、沿川における歴史的ストックや文化・集客
資源等を活かし、市民等とともに歴史・文化や環境を基調にした海と都心をつなげる「海の御
堂筋」をめざしたまちづくりを進める。 

（達成目標） 
・民間開発の誘導により良好な都市空間の整備などを進めるとともに、市民・企業等との協働に
より美しい都市景観を形成する。 

（大規模建築物の事前協議および緑化指導指針に基づき、個々の建築物の敷地内に緑化指導を行
い、平成 21 年度から 23 年度の 3年間で約 10ha の緑地を確保する。） 

（景観法等に基づく規制・誘導方策を活用して良好な景観形成施策の推進を図る地区を平成 21 年
度から平成 22 年度の 2ヵ年で 2地区指定をめざす。） 

・中之島景観形成地域において、水辺を意識した建物誘導方策の策定を行う。 
平成 21～22 年度 中之島沿いの建物と護岸の現況調査や建物誘導のあり方検討 
平成 23 年度 中之島水辺の誘導方策案の策定 

・安治川において、活性化のための指針の策定を行う。 
平成 21 年度 安治川沿いのまちづくりに関する現況調査 
平成 22 年度 活性化指針案の検討 
平成 23 年度 活性化指針策定

船場のまちづくり・プロモーションの推進  500 万円 

景観形成方策の推進                      600 万円 

御堂筋の活性化                          700 万円 

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      300 万円 

ユビキタスシティの実現に関する調査      400 万円 

歩行者系ネットワークに関する検討調査   1500 万円 

魅力あるリバーフロント形成検討調査    1000 万円 

 

戦略２－３【公民協働のまちづくり】 
・市民の主体的なまちづくり活動を積極的に支援し、公民協働による地域特性を生かしたまちづ
くりを推進する。 

・市民に身近な文化・観光づくりの取組みとして、身近な文化・景観等の資産について考える機
会の提供や、情報発信を行う。 

・自動車利用の適正化や効果的な駐車対策の推進を図るため、市民との協働による広報啓発活動
を実施する。 

・駅舎や道路、公園等について、関係事業者・市民等との連携のもと、一層のバリアフリー化を
推進するとともに、多くの市民が利用する民間建築物の建設にあたって、バリアフリー化を促
進する。 

（達成目標） 
・市民の自主的・主体的なまちづくりへの支援や地域の重要な資源の保全･活用を進める。 
（市民等の自発的な取組みを行うまちづくり推進団体を平成 18 年度から 21 年度までの 4 年間で
新規に 11 団体支援する。） 

（平成 21 年度から 23 年度の 3 年間で都市景観資源を 9 区で募集する。また、資源を活用した取
組みを行う。） 

・鉄道駅におけるエレベーターの設置を進め、公共空間のバリアフリー化を推進する。 
（平成 22 年度までに、構造上設置が困難な駅等を除く全ての鉄道駅※にエレベーターを設置す

る。） 
※一日の平均利用者数が 5,000 人以上かつ高低差 5ｍ以上の駅を対象

まちづくり活動支援の推進               3300 万円 

わがまちナイススポットの発見            700 万円

自動車交通から公共交通への利用転換の促進 

（モビリティ・マネジメントの推進）   500 万円 

迷惑駐車防止のための啓発など            900 万円 

 

３ 



 

広域交通ネットワーク検討調査      1200 万円 

４ 

関西国際空港２期事業の促進      2 億 8400 万円 

都市高速道路の整備促進            17 億 9400 万円 

中之島線の整備促進                 2 億 3800 万円 

西大阪延伸線の整備促進             2 億 2700 万円 

大阪外環状線の整備促進             6 億 6700 万円 

コミュニティ系バス運営費補助      16 億 5700 万円 

21 年度主要事業（主な取組） 

職員の意識改革による日常的な業務改善 

戦略３－１【効果的・効率的な整備】 
・経済活性化、都市環境の改善、安全・安心、コスト縮減、民間投資を促進するなどの投資効果
の早期発現等を踏まえ、整備効果の高い都市基盤の整備を出資、貸付等により進める。また、
国土形成計画などの策定作業を通じ、本市意見を反映させることにより、広域的・中長期的な
視点に立った都市基盤整備を促進する環境づくりを行う。 

（達成目標） 
・関西国際空港株式会社に対し出資することなどにより、関西国際空港 2期残事業を促進する。 
・都市高速道路の整備を促進する 

淀川左岸線１期 平成 24 年度完成 
淀川左岸線２期 平成 24 年度を目途に用地取得完了（建設局街路事業） 

・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を図る。 
事業費             概ね 5％削減 
中之島線・西大阪延伸線     平成 21 年度道路復旧等完了 
大阪外環状線鉄道 新大阪～放出間 平成 23 年度完成 

 

戦略３－２【戦略的整備方針の策定】 
・高度な都市機能を支える都市基盤を戦略的に整備するにあたっては、社会資本整備の「選択と
集中」をよりいっそう進め、広域的な都市基盤の整備方策や新たな制度づくりの検討を行うな
ど、都市基盤整備における的確なマネジメントを進める。 

・社会経済情勢を踏まえ、都市施設計画や土地利用計画などの課題に対応するため、現行の都市
計画の見直しを進める。 

（達成目標） 
・都市計画の見直しを行うことにより、都市施設の効果的な整備促進を図る。 

平成 19 年度 見直し方針の作成 
平成 20 年度 見直し方針に基づいた都市計画の見直し素案を作成する 
平成 21 年度 市民へ周知を図りながら、都市計画手続きに入る 

戦略４－１ 【効率的・効果的な業務執行体制の確立】 
・市民・企業の考え方やニーズを十分踏まえ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み、事務事業を見直し柔軟な職員の配置を行うこと等により効率的な組
織運営を図る。 

（達成目標） 
・職種にこだわらない柔軟な職員配置を行う。 

戦略及び達成目標 

経営課題４ 
【職員の意識改革等
による業務改善と
効率的な組織運営】 

・職員自らの意識改革
や効率的な局内組織
運営体制への改革を
進め、市民や企業から
信頼される組織づく
りを行う。 

経営課題３ 
【都市基盤の戦略的
整備】 

・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
安全で快適な市民活
動、活発な都市活動を
支える都市基盤の整
備を戦略的に進めて
いくため、整備にあた
って事業の「選択と集
中」を一層進めるとと
もに、広域的・中長期
的な視点に立って的
確なマネジメントを
行う。 
 

主な経営課題 
 

現状認識 

経営課題４の背景となる現状 
（外部環境） 
・市政改革が求められているとともに、
市民等からの信頼が低下しているなか、
市民サービスの一層の向上と効率的な
局内運営体制の構築が求められている。 
（内部要因） 
・一連の不適正資金問題などにより市
民・企業から大阪市への信用が低下して
いる。 
・市政改革に大阪市一丸となって取り組
んでいるが、職員自らも改革意識を持っ
て業務改善に努める必要がある。 

経営課題３の背景となる現状 
（外部環境） 
・人口、産業、経済、土地、交通、情報
通信、科学技術などまちづくりのための
各種の基礎的な情報が蓄積されている。 
・大阪市が果たすべき関西の活性化のけ
ん引役としての役割が高まっており、広
域的な関西圏の母都市としての求心力
が求められている。 
・関西国際空港の２期滑走路の供用をは
じめ、大阪外環状線（放出～久宝寺間）、
中之島線、西大阪延伸線などの鉄道新線
の開業により、交通ネットワークの充実
が図られた。 
・関西国際空港の経営基盤の安定化な
ど、競争力の強化が求められている。 
・引き続き、関西圏が一体となった、活
発な経済活動を支える関西国際空港や
高速道路ネットワークなどの都市基盤
整備のニーズがある。また、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に
よって支えられていることから、着実な
都市基盤の充実化が求められている。 
（内部要因） 
・各種の調査業務を通じた広域的・中長
期的なビジョン作成機能を保有してい
る。 
・大阪のまちには高度に整備された道路
や鉄道ネットワークなどの既存ストッ
クが充実するなど都市基盤が高密度に
整備されているものの、渋滞、違法駐
車・駐輪などの都市交通問題、火災や地
震等への防災性への懸念がある。 
・大阪市の財政は危機的な状況に直面し
ており、さらなる経費削減に取り組むと
ともに、民間のノウハウを 大限に活用
しながら、従来の枠組みにとらわれない
新たな事業スキームの検討など、さらな
る改善の必要がある。 



ウ 計画調整局 主要事業の概要 

 

     経営課題に対応する 21 年度の主要事業 
 
 
 
経営課題１ 都市機能の高度化 
（達成目標） 

・ 内外の民間企業・大学や投資家等に対する大阪のビジネスや投資魅力への関心度を

向上させる。 

・ 企業等の立地や投資検討のために、各種統計資料や都市情報を容易に検索・収集で

きるよう、情報発信のツールの充実・強化を図る。 

 平成 20～21 年度 統合型 GIS のシステム開発（H20 庁内業務、H21 市民向け） 

平成 22 年度 統合型 GIS を活用した統計情報(人口・事業所数等)の発信 

・ 都市再生緊急整備地域内での民間開発を促進し、高度な都市機能の集積に対応した

延床面積の増床を図る。 

（平成 21 年度から 23 年度の 3年間で約 100ha） 

（大規模高規格オフィス及び商業系床面積の増床） 

（築年数 30 年以上の主要なオフィスビルの建替えの促進） 

（大阪駅北地区先行開発区域 平成 21 年度下期着工、平成 24 年度下期まちびらき） 
・ 経済局及び港湾局との連携のもと、平成 21 年度から 23 年度までの 3年間で都市再

生重点産業立地促進助成制度を活用して誘致する企業数として 6 件を目標とする。 

・ 平成21年度から23年度までの3年間で、誘致する大学数として4件を目標とする。 

・ 平成 20 年度から 22 年度までの 3年間で、地域連携並びに人材育成機能の仕組みづ

くりを図り、大学等との連携を推進する。 

・ 産学連携による研究開発を推進する。 

（平成 20 年度及び 21 年度において、大学・研究機関等における研究開発状況及び

科学技術動向を把握するとともに、先端科学技術利活用方策を検討する。） 
 

１ 都市プロモーションの推進                  （2300 万円） 
(1) 都市再生フォーラムの開催など                2000 万円 

都市再生フォーラムの実施、プロモーションコンテンツの作成など 

                                （1100 万円） 

 (2) トッププロモーションの推進   900 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」、 

姉妹都市ネットワークを活用したプロモーションの実施  

                                （300 万円） 

 (3) 上海万博への大阪出展の準備  5500 万円 
平成 22 年度に開催される上海万博に向け、運営計画の作成、展示物の制作、建築工事を実施 

（1 億 2200 万円） 

 (4) 関西国際空港集客・利用促進事業 1 億 2200 万円 
新規路線の開設・就航促進や関西国際空港をゲートウェイとする観光振興など 

 

 
５ 



 

 

（6800 万円） 

■重 (5) 統合型ＧＩＳの整備事業     6500 万円 
都市計画や土地利用等の都市情報を電子地図上で視覚的に表示できる情報発信ツールの充実・強化 

 

 
２ 大規模な拠点開発の推進 
(1) 大阪駅北地区の整備推進                  （2000 万円） 

   ○まちづくりの推進等に関する検討調査      2000 万円 

2 期開発区域における中核機能、土地利用方針などについて検討 

（300 万円）

 ○まちづくり推進協議会による民間投資の促進           100 万円 
  

（5 億 3300 万円） 

 (2) 湊町地区（ルネッサなんば）の開発 5 億 700 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 

（1 億 2400 万円） 

  (3) 岩崎橋地区の開発 1 億 2400 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 

                                                                  （1600 万円） 

(4) 拠点地区開発計画策定調査 4100 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 

 
３ 高度な産業集積の推進                   （12億4300万円） 

 (1) 都市再生重点産業立地促進助成 4 億 8900 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／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、府と協調して助成 
建設費等の５％以内、限度額 30 億円（単年度 3億円限度）  

本社特例／先端産業の本社立地に対して、賃料の 1／３を助成 

限度額 3000 万円/年×２年 

                               （500 万円） 

 (2) 企業の戦略的誘致の推進 500 万円 

      投資計画や遊休地動向に関する情報の収集 

   
４ 大学等の誘致・連携の推進                  （9300 万円） 
 (1) 都市再生重点産業立地促進助成                4900 万円 

大学特例／大学等に対して、賃料の１／２を助成 
           限度額 1350 万円/年×２年 
           外国大学については、渡航費・滞在費も含め限度額 2700 万円/年×２年 

（700 万円） 

 (2) 大学等の戦略的誘致の推進 700 万円 

      大学等のニーズを踏まえた立地促進方策、受け皿確保策の検討、プロモーション資料の作成など 

（1500 万円） 

   (3)  科学技術振興にかかる調査   2500 万円 

先端科学技術を大阪の活性化のために利活用していくための検討 

 

 
６ 



(4) 知的創造拠点形成調査 1500 万円  
新しい産業や価値を生み出すためのプロジェクト創出に向けた検討調査 

（2900 万円） 

 (5) 大学・大学院との連携システムの構築 2600 万円 

人材育成中核拠点「キャンパスポート大阪」の運営、大学と地域との連携に関する検討 

 
経営課題２ 良好な都市空間や生活空間の形成 
（達成目標） 

・ 鉄軌道施設の安全性を向上させる。 

（鉄道駅耐震補強 平成 19 年度から 22 年度までに 6駅の整備を支援） 

 

・ 今後概ね 5年間で全ての新築建築物において、建築基準法等に適合していることを

検査し確認したことを証明する「検査済証」の交付がなされるよう取り組む。 

・ 民間開発の誘導により良好な都市空間の整備などを進めるとともに、市民・企業等

との協働により美しい都市景観を形成する。 

 （大規模建築物の事前協議および緑化指導指針に基づき、個々の建築物の敷地内に

緑化指導を行い、平成 21 年度から 23 年度の 3年間で約 10ha の緑地を確保する。） 

（景観法等に基づく規制・誘導方策を活用して良好な景観形成施策の推進を図る地

区を平成 21 年度から平成 22 年度の 2ヵ年で 2地区指定をめざす。） 

・ 中之島景観形成地域において、水辺を意識した建物誘導方策の策定を行う。 

平成 21～22 年度 中之島沿いの建物と護岸の現況調査や建物誘導のあり方検討 

平成 23 年度 中之島水辺の誘導方策案の策定 

・ 安治川において、活性化のための指針の策定を行う。 

平成 21 年度 安治川沿いのまちづくりに関する現況調査 

平成 22 年度 活性化指針案の検討   平成 23 年度 活性化指針策定 

・ 市民の自主的・主体的なまちづくりへの支援や地域の重要な資源の保全･活用を進

める。 

（市民等の自発的な取組みを行うまちづくり推進団体を平成18年度から21年度まで

の 4年間で新規に 11 団体支援する。） 

（平成 21 年度から 23 年度の 3年間で都市景観資源を 9区で募集する。また、資源を

活用した取組みを行う。） 

・ 鉄道駅におけるエレベーターの設置を進め、公共空間のバリアフリー化を推進する。 

（平成 22 年度までに、構造上設置が困難な駅等を除く全ての鉄道駅※にエレベーター

を設置する。） 

※一日の平均利用者数が 5,000 人以上かつ高低差 5ｍ以上の駅を対象 
 
１ 安全な空間づくりに向けた支援等の実施             （4000 万円） 

 (1) 国の制度に基づく鉄道の安全性向上の推進 2300 万円 

民間鉄道における駅舎の耐震補強を促進 

 

 

 
７ 



（600 万円） 

 (2) ユビキタス街角見守りロボットモデル事業の検証・評価 600 万円 
子どもが身に付ける IC タグにより、登下校を保護者へメールで知らせるとともに、緊急時には 

地域のボランティアが通報を受けて駆けつけるモデル事業の有効性等の調査を実施 

（3300 万円） 

(3) 住まい・建築物の安全・安心の確保              3800 万円 
検査済証交付率の向上に向け、様々な取組みを実施するとともに以下の取組みを実施 

・既存雑居ビル等に対する立入検査の強化や、重大な建築基準法違反の実態について現地調査を実施 

・指定確認検査機関への立入検査、及び立入検査時に抽出した構造計算書の再計算など 

・アスベスト除去等の対策費用の助成、各種普及啓発活動を実施 

 
２ 魅力ある空間づくり                       （800 万円） 

 (1) 船場のまちづくり・プロモーションの推進           500 万円 

船場地区のまちづくりに関するシンポジウムの開催、まちづくり・プロモーション施策の検討 

（800 万円） 

(2) 景観形成方策の推進 600 万円 

景観形成推進計画に基づく良好な景観形成に向けた方策等の検討 

（800 万円） 

(3) 御堂筋の活性化 700 万円 

御堂筋の道路空間・にぎわい創出に関する検討、彫刻の管理・活用 

(4) 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  （400 万円） 

緑化・景観誘導など    300 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 

（400 万円） 

(5) ユビキタスシティの実現に関する調査 400 万円 

ユビキタス環境実現のための実証実験の促進や基盤設備整備に関する検討 

（－） 

(6) 歩行者系ネットワークに関する検討調査 1500 万円 

大和川沿いの遊休地を有効活用した歩行者系ネットワークの検討 

（－）  

■重 (7) 魅力あるリバーフロント形成検討調査   1000 万円 
堂島川、土佐堀川、安治川沿いをにぎわいのある魅力的な地域にしていくための検討調査 

 
３ 公民協働のまちづくり                     （3500 万円） 

(1) まちづくり活動支援の推進 3300 万円 

住民主体のまちづくり活動に対し、アドバイザーの派遣など 

（100 万円） 

■重 (2) わがまちナイススポットの発見 700 万円 

市民と協働し、わがまち自慢の都市景観を発掘・登録など 

（－） 

  (3) 自動車交通から公共交通への利用転換の促進（ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進）500 万円 
市民や企業に対して、自らの交通行動を見直し、自発的に環境にやさしい公共交通に転換してもらうために、 

アンケートや啓発冊子等の情報提供(モビリティ・マネジメント)を実施 

 

 

 
８ 



                                                                                                   （1400 万円） 

  (4) 迷惑駐車防止のための啓発など 900 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 支給等を実施 の   
 
経営課題３ 都市基盤の戦略的整備 
（達成目標） 

・ 関西国際空港株式会社に対し出資することなどにより、関西国際空港 2期残事業を

促進する。 

・ 都市高速道路の整備を促進する 

淀川左岸線１期 平成 24 年度完成 

淀川左岸線２期 平成 24 年度を目途に用地取得完了（建設局街路事業） 

・ 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を図る。 

事業費             概ね 5％削減 

中之島線・西大阪延伸線     平成 21 年度道路復旧等完了 

大阪外環状線鉄道 新大阪～放出間 平成 23 年度完成 

・ 都市計画の見直しを行うことにより、都市施設の効果的な整備促進を図る。 

平成 19 年度 見直し方針の作成 

平成 20 年度 見直し方針に基づいた都市計画の見直し素案を作成する。 

平成 21 年度 市民へ周知を図りながら、都市計画手続きに入る。 

 
１ 効果的・効率的な整備                     （2400 万円） 

  (1) 関西国際空港２期事業の促進  2 億 8400 万円 

未完成の護岸嵩上げ工事等のための関西国際空港株式会社への出資 

（20 億 8300 万円） 

(2) 都市高速道路の整備促進 17 億 9400 万円 
阪神高速淀川左岸線１期等の整備を促進するための独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構への出資 
  

（61 億 4500 万円） 

(3) 中之島線の整備促進 2 億 3800 万円 
中之島高速鉄道株式会社への出資及び補助 
  

（51 億 5400 万円） 

 (4) 西大阪延伸線の整備促進                                 2 億 2700 万円 
西大阪高速鉄道株式会社への出資及び補助  

（13 億 9600 万円） 

 (5) 大阪外環状線の整備促進 6 億 6700 万円 

大阪外環状鉄道株式会社への出資、補助など 

（16 億 7600 万円） 

  (6) コミュニティ系バス運営費補助 16 億 5700 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 

 
 
 

 
９ 



２ 戦略的整備方針の策定                    （1200 万円） 
 (1) 広域交通ネットワーク検討調査      1200 万円 

関西の中枢都市として、広域的な都市基盤施設の整備に関して、本市の果たすべき 

役割の検討及び整備推進方策に関する検討を実施 

 
経営課題４ 職員の意識改革等による業務改善と効率的な組織運営 
（達成目標） 
・職種にこだわらない柔軟な職員配置を行う。 

 
１ 効率的・効果的な業務執行体制の確立 
(1) 職員の意識改革による日常的な業務改善 

18 年度に策定した「計画調整局職場改善方針」に則った改善を推進 
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エ 計画調整局 新規・拡充事業（主なもの） 

 

＜大学等の誘致・連携の推進＞ 

（－） 

 ①知的創造拠点形成調査 1500 万円  
新しい産業や価値を生み出すためのプロジェクト創出に向けた検討調査 

 

 

＜安全な空間づくりに向けた支援等の実施＞ 

                                     （3300 万円） 

②住まい・建築物の安全・安心の確保                3800 万円 

検査済証交付率の向上に向け、様々な取組みを実施するとともに 

以下の取組みを実施 

・既存雑居ビル等に対する立入検査の強化や、重大な建築基準法違反の実態について 

現地調査を実施 

・指定確認検査機関への立入検査、及び立入検査時に抽出した構造計算書の再計算など 

・アスベスト除去等の対策費用の助成、各種普及啓発活動を実施 

 

 

＜魅力ある空間づくり＞ 

 （－） 

③歩行者系ネットワークに関する検討調査 1500 万円 

大和川沿いの遊休地を有効活用した歩行者系ネットワークの検討 

（－）  

■重 ④魅力あるリバーフロント形成検討調査   1000 万円 

堂島川、土佐堀川、安治川沿いをにぎわいのある魅力的な地域にしていく 

ための検討調査 

 

 

＜公民協働のまちづくり＞                      

（100 万円） 

■重 ⑤わがまちナイススポットの発見 700 万円 

市民と協働し、わがまち自慢の都市景観を発掘・登録など 

 

（－） 

  ⑥自動車交通から公共交通への利用転換の促進（ﾓﾋﾞﾘﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの推進） 500 万円 

市民や企業に対して、自らの交通行動を見直し、自発的に環境にやさしい 

公共交通に転換してもらうために、アンケートや啓発冊子等の情報提供 

(モビリティ・マネジメント)を実施    
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＜効果的・効率的な整備＞                      
                      （2400 万円） 

  ⑦関西国際空港２期事業の促進  2 億 8400 万円 

未完成の護岸嵩上げ工事等のための関西国際空港株式会社への出資 

 

＜戦略的整備方針の策定＞  

                   （1200 万円） 
 ⑧広域交通ネットワーク検討調査      1200 万円 

関西の中枢都市として、広域的な都市基盤施設の整備に関して、本市の果たすべき 

役割の検討及び整備推進方策に関する検討を実施 
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オ　経費削減の取組の予算反映（主なもの）

（単位：百万円）

区
分

事務事業の
名称・内容

20年度
予算

見直し内容
21年度
予算

備考

投資 5,154 227

21 - 21 △ 4,927

22 △ 5,154 22 △ 227

投資 中之島線の建
設促進

6,145 238 事業進捗の
ため
（20年度開
業、21年度
は残工事）

21 - 21 △ 5,907

22 △ 6,145 22 △ 238

投資 都市基盤の整
備促進などの
投資的経費
（大阪外環状
線の建設促進
など）

9,250 7,653 都市再生促
進助成の減
等のため

21 21 △ 1,597

22 22 8,018

西大阪延伸線
( 阪 神 な ん ば
線）の建設促
進

6,421

中之島線の完成によ
る建設費補助等の完
了

事業進捗の
ため
（20年度開
業、21年度
は残工事）

都市基盤の整備促進
などで増額が見込ま
れている。このよう
な、大阪市にとって
非裁量的な経費につ
いて見込みを立てる
ことは困難である
が、現在の計画以上
の額を見直しする予
定。

△ 6,145 △ 5,907

6,421

西大阪延伸線の完成
による建設費補助等
の完了

見直し計画額
（21,22年度合

計）

21年度予算
反映見直額

△ 1,597

△ 5,154 △ 4,927
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付属資料１  
計画調整局 

事業名 魅力あるリバーフロント形成検討調査  

 

○ 事業内容 

御堂筋で公民協働の取り組みを行い、沿道の景観誘導やイベント展開等を通じ

て、大阪のシンボルストリートとしての魅力が高まったように、中之島から安

治川を経て海にいたる「海の御堂筋」についても、川沿いの建物所有者や企業・

住民と協働し、「魅力あるリバーフロント形成指針」の策定を行い、川を意識し

たまちづくりを推進する。平成 21 年度については、指針策定のための現状実態

調査を行い、まちづくりや建物誘導にあたっての課題を抽出する。  

  

○実施期間 

  平成 21 年度～23 年度 

○事業費 平成 21 年度 １０百万円（うち一般財源 １０百万円） 

    【平成 22 年度 8 百万円（うち一般財源 8 百万円）、 

平成 23 年度 2 百万円（うち一般財源 2 百万円）】 

○達成目標 

 指標： 現状 中之島については景観形成地域に指定済み 

     21 年度末 現況調査の実施と、学識経験者や建物所有者、企業・住民から

なる協議会等の立ち上げ 

（堂島川・土佐堀川・安治川沿いの地域について、建物等の現

状実態調査を行い、まちづくりや建物誘導にあたっての課題を

抽出） 

22 年度末 地域との連携・協働 

川沿いの建物所有者や企業・住民と協議・調整しながら、地域

（ゾーン）特性に応じた「魅力あるリバーフロント形成指針」

（案）を策定 

①  中之島水辺（堂島川－土佐堀川沿い）ゾーン  
②  安治川ゾーン 

23 年度末 指針等の策定及び実行 

 22 年度に策定した（案）をもとに広く市民意見などを聴き、

「魅力あるリバーフロント形成指針」を策定・公表 

     

○  事業イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・魅力あるリバーフロント形成指針の

策定  

・川を意識したまちづくりムーブメン

トの育成  

「海の御堂筋」構想の実現 

・堂島川、土佐堀川、安治川沿いをにぎ

わいのある魅力的な地域に誘導 

舟運にぎわいイベント
平成 21 年 10 月 
（港湾局・川筋６区）
・ 舟運事業 
・ 各区連携イベント 

景観向上事業（護岸緑
化）（ゆとりとみどり振
興局） 
平成 21～23 年度 
・ 難波橋～湊橋間の

護岸緑化 

協働 
○川沿いの建物所有者 

や企業・住民 

○  大阪市 
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