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イ 計画調整局 主要事業の概要 

 
 
 
 
経営課題１ 先導的都市機能の創出 

（達成目標） 
・ 大阪駅北地区先行開発区域を中心に産学官連携による研究振興と成果の活用に向けて、

平成 22 年度に拠点の基本計画を策定し、23 年度に実施計画を策定する。 
・ 創エネルギー・省エネルギー技術の開発と事業化に向けて、平成 22 年度から 24 年度

までの 3 年間で、産学官連携による研究開発プロジェクト 3 件の創出を図る。 
・ 低炭素型交通システムの確立に向けて、電気自動車の普及に必要な方策を検討し、普

及に向けた環境整備を促進する。 
平成 22 年度 導入実証実験の実施 

  平成 23 年度 普及方策の検討 
・ 大阪駅北地区における知的創造拠点形成特区（仮称）並びに夢洲・咲洲地区における

環境・新エネルギー産業特区（仮称）の創設に向けた制度設計を行う。 
・ 都市開発において、民間開発の誘導により良好な都市空間の整備やエネルギー使用の

少ないまちづくりなどを進める。 
 （大阪駅北地区先行開発区域 平成 24 年度下期まちびらき） 
・ 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、地域連携の仕組みづくりを図り、大学等と

の連携を推進する。 
 
１ 科学技術の活用によるイノベーションの創出 

       （2,800 万円） 
 重（１） イノベーション創出をめざす産学官連携拠点の形成      6,200 万円 

（★○政Ｅ） 
ナレッジ・キャピタルにおいて、産学の技術やアイディアを有機的に結合させ、新しい価値を 

創造する拠点を形成するため、基本計画の策定及びパイロット・プロジェクトなどを実施 

 （200 万円） 
重（２） クリーンテクノロジーの創出ならびに活用促進        3,500 万円 

（★○政Ｃ）（★○政Ｅ） 
産学官連携によって研究開発プロジェクトの組成等を支援し、創エネルギー・省エネルギー技術の 

研究開発ならびに事業化を促進 

（500 万円） 
  （３） 科学技術の振興方策に関する検討調査            1,000 万円 

（ － ） 
 重（４） 経済特区検討調査      （★○政Ｆ）          1,000 万円 

夢洲・咲洲地区と大阪駅北地区を対象に、環境や新エネルギー産業・先進的な企業等の集積をめざし、 

国際競争力の強化に向けた総合的な経済特区の実現に関する検討を実施 

経営課題に対応する 22 年度の主要事業 
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２ 低炭素型社会の実現に向けたまちづくり 

 

（ － ） 
 重（１） 咲洲地区等における低炭素型交通システムの普及に向けた取組み 2,000 万円 

（★○政Ｃ）（★○政Ｆ） 
咲洲地区や都心部で、電気自動車普及に向け、電気自動車（10 台）を活用したカーシェアリングの 

実証実験を実施 

（ － ） 
 重（２） 資源・エネルギー循環型まちづくり検討調査（森之宮地区）  1,000 万円 

（★○政Ｃ） 
森之宮地区において、資源・エネルギー循環型まちづくりの実践のため、まちづくりのコンセプト、エネルギー 

 の効率的な再生と供給のあり方、土地利用構想及び工程表を策定 

  （ － ） 
再重（３） 経済特区検討調査     （★○政Ｆ）          1,000 万円 

夢洲・咲洲地区と大阪駅北地区を対象に、環境や新エネルギー産業・先進的な企業等の集積をめざし、 

国際競争力の強化に向けた総合的な経済特区の実現に関する検討を実施 

（４） 大阪駅北地区の整備推進                      
    （2,000 万円） 

○ 民間と連携したまちづくりの推進等に関する検討調査     1,400 万円 
（★○政Ｃ）（★○政Ｅ） 

         環境をテーマとした 2 期ナレッジ・キャピタルでの事業展開や事業推進組織について産学官連携して検討を深める 

（100 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 

 
３ 大学等の誘致・連携の推進 

 

（4,900 万円） 
  （１） 企業・大学等立地促進助成                 4,300 万円 

基本型／大学等に対して、建設費の 5％以内、上限 3 億円を助成 

大学特例／大学等に対して、賃料の１／２を助成 

     限度額 1,350 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 2,700 万円／年×２年 

（2,600 万円） 
  （２） 大学と連携した人材育成中核拠点の充実           2,500 万円 

人材育成中核拠点「キャンパスポート大阪」の運営、大学と地域の連携創出の仕組みづくり 

 
 
 
経営課題２ 広域的都市機能の充実 

（達成目標） 
・ 高度な都市機能の集積に対応したまちづくりを推進するため、都市再生緊急整備地域

内での民間開発を促進する。 
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・平成 21 年度から 23 年度の 3 年間で約 100ha の増床 
・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 24 年度下期まちびらき 
  ・大阪駅北地区 2 期開発区域 梅田貨物駅の機能移転後、開発に着手できるよう 
   鉄道や道路等の都市基盤を整備する。 
・ 広域的な都市基盤整備の新たな制度づくりに向け、関係団体と連携して調査・研究等

を実施し、国への要望等に反映していく。 
・ 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 期事業を促進

するとともに、関西国際空港の経営基盤の安定化と利用促進を図るため、関係機関と

共同で各種施策に取り組む。 
・ 現在事業中の都市高速道路の整備を促進するとともに、ネットワークの強化を図るた

めの改良を行う。 
   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） 
   信濃橋渡り線の新設 平成 26 年度完成予定 
・ 第 3 セクターによる鉄道整備事業費の概ね 5％削減と早期完成を図る。 
   対象事業 

・中之島線・西大阪延伸線 （平成 21 年度整備事業完了） 
   ・大阪外環状鉄道 新大阪～放出間 （平成 30 年度完成予定） 
・ 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や適切な土地利用

の誘導を図る。 
（平成 22 年度 道路などの都市施設について、都市計画手続きに向けた協議を進め

る。） 
・ 市民や民間のニーズに応じた統計情報の加工分析の充実や高度化など公表データの充

実を図る。 
    平成 22 年度 人口動向分析基礎調査分析結果の公表 
   平成 23 年度 国勢調査（人口等基本集計）地方集計の講評 
・ 民間開発・投資等の検討に資するために、各種統計資料や都市情報を容易に検索・収

集できるよう、情報発信ツールの充実・強化を図る。 
   平成 21～22 年度 統合型 GIS のシステム稼動開始（H21 庁内業務、H22 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 
 
１ 民間拠点開発などの誘導・促進 

 
再（１） 大阪駅北地区の整備推進                      

    （2,000 万円） 
○ 民間と連携したまちづくりの推進等に関する検討調査     1,400 万円 

（★○政Ｃ）（★○政Ｅ） 
環境をテーマとした 2 期ナレッジ・キャピタルでの事業展開や事業推進組織について産学官連携して検討を深める 

    （100 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 
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（5億 700 万円） 
  （２） 湊町地区（ルネッサなんば）の開発           4 億 4,100 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 2,400 万円） 
  （３） 岩崎橋地区の開発                   1 億 2,400 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 

（1,900 万円） 
  （４） 拠点地区開発計画策定調査                 1,800 万円 

地域のまちづくりにとって核となる拠点地区において、魅力を高める地域整備や民間開発を 

誘導・促進するための検討調査を実施 

 

２ 広域的・長期的視点からの都市基盤整備の戦略的な推進 

（1,200 万円） 
  （１） 広域交通ネットワーク検討調査               500 万円 

着実な都市基盤施設の充実強化を図るため、広域的な観点からの整備のあり方について検討を 

行うとともに、引き続き、都市高速道路の計画について、中長期的な観点から事業手法などの 

検討を実施 

（2億 8,400 万円） 
  （２） 関西国際空港株式会社への出資             2 億 8,100 万円 

限定供用にかかる用地造成事業のうち、未完成の護岸嵩上げ工事等を実施 

（17 億 9,400 万円） 
  （３） 高速道路の整備                   21 億 3,200 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 

（11 億 5,200 万円） 
  （４） 大阪外環状線の建設促進                8 億 5,300 万円 

大阪外環状鉄道株式会社への出資、補助、貸付など 

（16 億 5,700 万円） 
  （５） コミュニティ系バス運営費補助             15 億 8,700 万円 

地域住民の日常に必要なコミュニティ系バスサービスを安定的かつ継続的に確保するために 

運営費補助金を交付 

 
３ まちづくりプロモーションの推進 

（5,500 万円） 
  （１） 上海万博への出展                     3,500 万円 

2010 年 5 月 1 日から 10 月 31 日まで開催される上海万博への出展業務（運営・管理、広報・催事等） 

  （1 億 500 万円） 
（２） 関西国際空港集客・利用促進事業など          1 億 400 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 

（6,500 万円） 
 重（３） 統合型 GIS の運用促進                  5,000 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 
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経営課題３ 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） 
・ 平成 25 年度に向け、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。 
・ 都市開発において、民間開発の誘導により良好な都市空間の整備を進めるとともに、

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。） 
・ 市民の自主的・主体的なまちづくり活動や啓発活動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り組みを行うまちづくりをより効果的・効率的に推進するため

にまちづくり活動支援制度の見直し、運用方法の改善を行い、推進団体を平成 22
年度から 24 年度までの 3 年間で新規で 9 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。 
  ・モデル区においてモビリティ・マネジメントの取組みを実施し、今後の各区での自

主的な実施に向けた課題整理、仕組みづくりを行う。 
  ・迷惑駐車防止の取組みを自主的に進める地域団体を、毎年度、各区 1 地区以上で指

定する。 
・ 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、一日の平均利用者数が 5,000 人以上かつ高低差 5m 以上の鉄道

駅（対象駅数 177 駅）のうち構造上設置が困難な駅等を除く全ての駅にエレベータ

ーを設置する。） 
 
１ 安全な空間づくり 

（2,300 万円） 
  （１） 鉄道駅耐震補強事業費助成                 2,000 万円 

耐震補強の必要な民間鉄道駅について、その整備費用の一部を助成 

（ － ） 
  （２） 鉄道駅舎可動式ホーム柵等設置補助           1 億 300 万円 

鉄道事業者に対し、プラットホームからの転落事故等の防止のための可動式ホーム柵等の整備を 

行う費用の一部を助成 

（2,000 万円） 
  （３） 既存建築物の基礎調査                   1,800 万円 

完了検査を受けていない特殊建築物を対象に現地調査を実施 

（400 万円） 
  （４） 民間の建築確認・検査業務の適正性の確保          400 万円 

構造計算適合性判定の対象外建築物を無作為に抽出し再計算を実施 

－６－ 



（1,400 万円） 
  （５） アスベスト対策の実施                   1,400 万円 

民間建築物に対する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 

（900 万円） 
  （１） 御堂筋の活性化                       900 万円 

御堂筋と周辺まちづくりとのにぎわい創出に関する検討、彫刻の管理・活用など 

（1,000 万円） 
 重（３） 魅力あるリバーフロント形成検討調査            800 万円 

「海の御堂筋」構想の実現に向け、学識経験者や地元住民と協議調整を行いながら、地域特性に応じた 

「魅力あるリバーフロント形成指針」（案）を策定 

 
３ 公民連携や公民協働のまちづくり 

（3,300 万円） 
  （１） まちづくり活動支援事業の推進               2,700 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を実施 

（500 万円） 
 重（２） わがまちナイススポットの発見               500 万円 

区役所と連携し、都市景観資源の募集・登録、資源活用の機運を盛り上げるパネル展などを実施 

（500 万円） 
  （３） モビリティ・マネジメントの推進              500 万円 

アンケート調査等により市民や企業が、自発的に環境にやさしい公共交通に転換するよう促す取組みを実施 

（900 万円） 
  （４） 迷惑駐車防止のための啓発など                700 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、 

啓発物品等の支給等を実施 

（ － ） 
 重（５） あいりん地域の環境改善に関する支援業務          200 万円 

地域の環境改善にかかる課題を解決するため、公共空間の適正使用のあり方検討などを通じて、 

地域で意見を出し合える協議の場ができるよう支援を実施 

 
 
 
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 

－７－ 



 

ウ 計画調整局 新規・拡充事業（主なもの） 

 
 
科学技術の活用によるイノベーションの創出 
 

（2,800 万円） 

重 イノベーション創出をめざす産学官連携拠点の形成  6,200 万円  

（★○政Ｅ） 

ナレッジキャピタルにおいて、産学の技術やアイディアを有機的に結合させ、新しい価

値を創造する拠点を形成するため、基本計画の策定及びパイロット・プロジェクトなど

を実施 

 （200 万円） 

重 クリーンテクノロジーの創出ならびに活用促進          3,500 万円 

（★○政Ｃ）（★○政Ｅ） 

産学官連携によって研究開発プロジェクトの組成等を支援し、創エネルギー・省エネル

ギー技術の研究開発ならびに事業化を促進 

（－） 

重 経済特区検討調査                       1,000 万円 

（★○政Ｆ） 

夢洲・咲洲地区と大阪駅北地区を対象に、環境や新エネルギー産業・先進的な企業等の

集積をめざし、国際競争力の強化に向けた総合的な経済特区の実現に関する検討を実施 

 
 
低炭素型社会の実現に向けたまちづくり 
 

         （－） 
重 咲洲地区等における低炭素型システムの普及に向けた取組み     2,000 万円 

（★○政Ｃ）（★○政Ｆ） 

咲洲地区や都心部で、電気自動車普及に向け、電気自動車（10 台）を活用したカーシ

ェアリングの実証実験を実施 

（－） 

重 資源・エネルギー循環型まちづくり検討調査（森之宮地区）     1,000 万円 

（★○政Ｃ） 

森之宮地区において、資源・エネルギー循環型まちづくりの実践のため、まちづくりの

コンセプト、エネルギーの効率的な再生と供給のあり方、土地利用構想及び工程表を策

定 

（－） 

再重 経済特区検討調査                      1,000 万円 

（★○政Ｆ） 

 

－８－ 



 

安全な空間づくり 
 

 （－） 

鉄道駅舎可動式ホーム柵等設置補助 1 億 300 万円 

鉄道事業者に対し、プラットホームからの転落事故等の防止のための可動式ホーム柵等

の整備を行う費用の一部を助成 

 
 
公民連携や公民協働のまちづくり 
                      

（－） 

重 あいりん地域の環境改善に関する支援業務 200 万円 

地域の環境改善にかかる課題を解決するため、公共空間の適正使用のあり方検討などを

通じて、地域で意見を出し合える協議の場ができるよう支援を実施                              

－９－ 



                             平成２２年度 計画調整局経営方針（案）   局長の総括的認識                             
【22 年度の方針】 

「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」、「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」、「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」の実現に向け、特に次の課題に重点的に取り組みます。 

【22 年度予算編成の考え方】 
 ・22 年度は、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「先導的都市機能の創出」、「広域的都市機能の充実」、「良好な都市空間や生活空間の形

成」の３つの経営課題を中心として、施策・事業の選択と集中を進める。 
 ・具体的には、「先導的都市機能の創出」で２億３千万円、「広域的都市機能の充実」で 68 億 9 千万円、「良好な都市空間や生活空間の形成」で３億１千万円の事業費を計上した。 

 

 

 

 

○科学技術の活用によるイノベーションの創出 
大阪の知的創造活動を推進するため、大阪駅北地区先行開発区域のナレッジ・キャピタルを中心に、産学官連携によるイノベ

ーション創出拠点の形成を図る。 
大学・研究機関や新エネルギー関連企業の集積を生かし、創エネルギー・省エネルギー技術の研究開発促進、ならびに事業化

を促進するため、研究開発プロジェクトの創出を図る。 
【達成目標】・平成 22 年度に産学官連携拠点の基本計画を策定し、23 年度に実施計画を策定する。 

・平成 22～24 年度までの 3年間で、創エネルギー・省エネルギー技術研究開発プロジェクト 3件の創出を図る。 
・平成 22 年度に大阪駅北地区における知的創造拠点形成特区（仮称）の創設に向けた制度設計を行う。 

○低炭素型社会の実現に向けたまちづくり 
大阪市が培ってきた環境保全に関するノウハウや経験を活かし、まちづくりを通じた省エネルギーや新エネルギー利用などに

より、新しい都市環境の創出と低炭素型社会の実現をめざす。 
【達成目標】・低炭素型交通システムの確立に向けて、電気自動車の普及に必要な方策を検討し、普及に向けた環境整備を促進する。 

・平成 22 年度に夢洲・咲洲地区における環境・新エネルギー産業特区（仮称）の創設に向けた制度設計を行う。 
・都市開発において、民間開発の誘導により良好な都市空間の整備やエネルギー使用の少ないまちづくりなどを進める。 

○大学等の誘致･連携の推進 
大阪への進出意欲を持ち、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。
【達成目標】・平成 21～23 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 20～22 年度までの 3年間で、地域連携の仕組みづくりを図り、大学等との連携を推進する。 

 主な取組 

① 科学技術の活用により、大学・研究機関と企業等の産学官連携
を推進する拠点の形成を図るため、産学官連携によるモデル事
業を実施するとともに、拠点の基本計画を策定する。 

② 創エネルギー・省エネルギー技術の開発と事業化に向けて、地
域の推進体制を構築し、産学官連携による研究開発プロジェク
トの組成に取り組む。 

③ 大阪駅北地区や夢洲・咲洲地区において、企業や大学等の集
積・立地促進を図るため、規制緩和や税制上の優遇措置を総合
的に講じ、地域主導型の新たな経済特区の創設に向けた検討を
行う。 

④ 森之宮地区において、資源・エネルギー循環型のまちづくりを
実践するため、まちづくりの構想及び工程表の策定に向けた検
討を実施する。 

⑤ 持続可能な低炭素型交通システムの確立を目指して、咲洲地区
及び都心部においてカーシェアリングへの電気自動車の導入実
証実験を実施し、電気自動車の普及に向けた方策の検討を行う。

 
   （3300 万円）
予算額 7200 万円

  （ 200 万円）
予算額 3500 万円
 
 
予算額 1000 万円

 

 

予算額 1000 万円
 
 
予算額 2000 万円

○民間拠点開発などの誘導・促進 
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最大限活用するため、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更新、都市機能の強化を図る。 
【達成目標】・高度な都市機能の集積に対応したまちづくりを推進するため、都市再生緊急整備地域内での民間開発を促進する。 
○広域的・長期的視点からの都市基盤整備の戦略的な推進 

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。 

広域的な観点から整備が求められている高速道路・鉄道について、ルート、整備手法・費用負担、さらには新たな制度づくり
などを関係団体と連携して検討を行う。 

【達成目標】・広域的な都市基盤整備の新たな制度づくりに向け、関係団体と調査・研究等を実施し、国への要望等に反映していく。 
・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とともに、関西国際空港の経営
基盤の安定化と利用促進を図るため、関係機関と共同で各種施策に取り組む。 

○まちづくりプロモーションの推進 
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といったまちづくり情報を積極的に発信する。 
まちづくりプロモーションを推進するための基礎データを提供するとともにビジョンづくりに活用できる統計データを高度

な加工分析を加えたうえで提供する。 
【達成目標】・市民や民間のニーズに応じた統計情報の加工分析の充実や高度化など公表データの充実を図る。 

・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。 

 主な取組 

① 広域的なネットワークを形成する上で必要となる高速道路に
ついて、地方負担の軽減に向けた新たな事業手法の調整など
を関係機関と行うとともに、事業可能性に関する調査を引き
続き実施する。 

② 関西国際空港 2 期残事業を促進するため、事業者への出資を
実施する。また、関西国際空港の機能強化を図るため、経営
改善や需要創出、アクセス改善などの施策を関係機関と連
携・協働して取り組む。 

③ 関空就航便の増加･定着につながるよう、エアポートプロモー
ション及び就航奨励一時金の給付を行う。 

 

 
 
 

   (1200 万円)

予算額  500 万円
  
 
 

（２億8400万円）
予算額 ２億 8100 万円
 
 
 

（1億 500万円）
予算額  1億 400 万円

○安全な空間づくり 
鉄道等の交通基盤の安全性向上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。 
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向上。 

・平成 25 年度に向け、全ての建築物において「検査済証」の交付がなされるよう取り組む。 
○魅力ある空間づくり 

中之島から安治川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、「海の御堂筋」構想の実現に資するまちづくりを
市民等とともに進める。 

【達成目標】・「魅力あるリバーフロント形成指針」を地元市民とともに検討・策定し、それに基づく水辺を意識したまちづくりを進める。

○公民連携や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するとともに、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。 
【達成目標】・市民の自主的・主体的なまちづくり活動や啓発活動への支援や地域の重要な資源の保全・活用を進める。 

 主な取組 

① プラットホームからの転落事故等の防止に効果的な可動式ホ
ーム柵の設置について、平成 22・23 年度に設置する 2駅のう
ち、22 年度設置の 1駅で事業者に補助を実施する。 

② 協議会等において、協議調整を行いながら、地域特性に応じ
た「魅力あるリバーフロント形成指針」（案）を策定する。 

③ 地域の良好な景観形成に向け、わがまちナイススポットの発
見として、3 区で市民・区役所と連携し景観資源の発掘に向
けた取組みを行う。また、登録証の交付やパネル展示を行う。

④ まちづくり推進団体のまちづくり構想の策定に向けた活動を
支援するなど、まちづくり活動の推進を図る。 

⑤ あいりん地域における環境改善にかかる課題を解決するた
め、公共空間の適正使用のあり方検討などを通じて、地域で
意見を出し合える協議の場ができるよう支援を行う。 

  
 

予算額  1 億 300 万円 
   

（1000 万円）
予算額  800 万円 
 

        （500 万円）
予算額  500 万円  

（3300 万円）
予算額  2700 万円  

予算額  200 万円 
 

    １．先導的都市機能の創出 

    ２．広域的都市機能の充実 

    ３．良好な都市空間や生活空間の形成 

－10－



平成 22年度計画調整局経営方針（案） 

 

                                       元気：「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョン   総計：総合計画（2006－2015）  重：平成 22 年度重点予算事業 

  

 

 

 

 

 

現状認識 主な経営課題 戦略及び達成目標 ２２年度具体的取組及び業績目標 
予算額 
(百万円)

戦略１－１ 

【科学技術の活用によるイノベーションの創出】 

・総計(020101、020102) 

研究開発の推進と成果の事業化など大阪の知的創造活動を推進するため、大阪駅北地区先

行開発区域のナレッジ・キャピタルを中心に、産学官連携によるイノベーション創出拠点

の形成を図る。 

・総計(020102)  

大阪圏の高いポテンシャルをもつ大学・研究機関や新エネルギー関連企業の集積を生か

し、創エネルギー・省エネルギー技術の研究開発促進、ならびに事業化を促進するため、

研究開発プロジェクトの創出を図る。 

 

（達成目標） 

・大阪駅北地区先行開発区域を中心に産学官連携による研究振興と成果の活用に向けて、平

成 22 年度に拠点の基本計画を策定し、23 年度に実施計画を策定する。 

・創エネルギー・省エネルギー技術の開発と事業化に向けて、平成 22 年度から 24 年度まで

の 3年間で、産学官連携による研究開発プロジェクト 3件の創出を図る。 

・平成 22 年度に大阪駅北地区における知的創造拠点形成特区（仮称）の創設に向けた制度

設計を行う。 

取組１－１－①  

【科学技術の活用によるイノベーションの創出に向けた取組みの実施】 

・総計(020101、020102)重科学技術の活用により、大学・研究機関と企業等の産

学官連携を推進する拠点の形成を図るため、産学官連携によるモデル事業を実

施するとともに、拠点の基本計画を策定する。 

・総計(020102)重創エネルギー・省エネルギー技術の開発と事業化に向けて、地

域の推進体制を構築し、産学官連携による研究開発プロジェクトの組成に取り

組む。 

・重大阪駅北地区において、世界からの情報・人材の集積や新たな事業創造、知

的ネットワークの拠点の形成に重要な役割を担う企業や大学等の集積・立地促

進を図るため、規制緩和や税制上の優遇措置を総合的に講じ、地域主導型の新

たな経済特区の創設に向けた検討を行う。 

 

 

72 

 

 

35 

 

 

10 

経営課題１の背景となる現状 

（外部環境） 

・昨年秋からの「100 年に一度」といわれる世界

的な経済危機の影響を受け、本市における消

費・投資などの需要動向も依然として厳しい状

況にある。こうした中、明日の大阪の発展につ

ながる産業振興は、一層、重要度を増しており、

限られた土地・空間を活用して都市機能の集積

を図るとともに、人的資源を有効に活用して、

時代のニーズに応じた付加価値の高い様々な

産業を創出し続けていくことが求められてい

る。 

・関西は国際的にも高い評価を得ている大学・研

究機関が多数存在し、多様な研究開発クラス

ターの形成が進められているなか、大阪は関西

のネットワークの結節点として重要な位置を

占めている。 

・知的産業分野などにおいて創造的人材の育成が

求められている。 

・温室効果ガスの排出をはじめとする地球規模の

環境問題が深刻化する中で、ヒートアイランド

現象などの都市固有の問題解決や都市として

トータルな環境負荷の抑制など低炭素型社会

の実現が求められている。 

 

（内部要因） 

・大阪には、 先端の環境関連技術に関して、高

いポテンシャルを持つ大学･研究機関が集積し

ている。 

・大阪市が有する歴史と実績を持つ総合大学・公

設研究機関に加え、民間研究機関も多数立地し

ている。また、ものづくりをはじめ厚みのある

企業集積があり、研究開発とその成果の事業化

において高いポテンシャルを有している。 

・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。 

・他都市に比べて大阪市内には依然として大学が

少ない状況となっている。  

・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。 

 

経営課題１ 

【先導的都市機能の創出】 

・知的産業の集積や交流機能の

充実、創造的人材育成機能の

強化により、イノベーション

の循環を生み出すシステムを

構築するとともに環境負荷の

軽減に積極的に取り組むこと

により、将来の大阪の持続的

な発展を支える新たな都市機

能の創出を図る。 

 

戦略１－２ 

【低炭素型社会の実現に向けたまちづくり】 

・大阪市が培ってきた環境保全に関するノウハウや経験を活かし、まちづくりを通じた省エ

ネルギーや新エネルギー利用などにより、新しい都市環境の創出と低炭素型社会の実現を

めざす。 

・大阪駅北地区の開発区域において、「環境」をテーマとした機能集積を図るとともに、快

適な都市環境を備え、人と自然に優しいライフスタイルが実現できる都市型環境拠点づく

りをめざす。 

 

（達成目標） 

・低炭素型交通システムの確立に向けて、電気自動車の普及に必要な方策を検討し、普及に

向けた環境整備を促進する。 

 （平成 22 年度 導入実証実験の実施、平成 23 年度 普及方策の検討） 

・平成 22 年度に夢洲・咲洲地区における環境・新エネルギー産業特区（仮称）の創設に向

けた制度設計を行う。 

・都市開発において、民間開発の誘導により良好な都市空間の整備やエネルギー使用の少な

いまちづくりなどを進める。 

 （大阪駅北地区先行開発区域 平成 24 年度下期まちびらき） 

 

取組１－２－① 

【低炭素型社会の実現に向けたまちづくりの誘導・促進】 

・総計(080201,250301)重持続可能な低炭素型交通システムの確立を目指して、咲

洲地区及び都心部においてカーシェアリングへの電気自動車の導入実証実験を

実施し、電気自動車の普及に向けた方策の検討を行う。 

・重森之宮地区において、資源・エネルギー循環型のまちづくりを実践するため、

まちづくりの構想及び工程表の策定に向けた検討を実施する。 

・重夢洲・咲洲地区における環境・新エネルギー産業拠点の形成に重要な役割を

担う企業や大学等の集積・立地促進を図るため、規制緩和や税制上の優遇措置

を総合的に講ずる、地域主導型の新たな経済特区の創設に向けた検討を行う。

・総計(260302)低炭素型社会の実現に向けた取組みの一環として、CASBEE 大阪、

省エネ法の普及啓発を進めるとともに、地区計画や都市再生特別地区などの都

市計画手法を用いて、環境に配慮した建築物やまちづくりへの誘導を図る。 

・大阪駅北地区先行開発区域において、環境に配慮したまちづくりの実現に向け

た誘導を行う。また、「大阪駅北地区 2期開発ビジョン」を実現するため、環境

をテーマとした２期ナレッジ・キャピタルの具体化に向け産学官連携して検討

を深める。 
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10 

 

10（再掲） 

 

 

－ 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

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 

－11－ 



平成 22年度計画調整局経営方針（案） 

 

                                       元気：「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョン   総計：総合計画（2006－2015）  重：平成 22 年度重点予算事業 

現状認識 主な経営課題 戦略及び達成目標 ２２年度具体的取組及び業績目標 
予算額 
(百万円)

取組１－３－① 

【大学等の誘致活動の実施】 

・総計(140301) 大学等について、新たに 1件の誘致をめざす。 

・大学等の市内への立地を促進する誘致方策を検討・策定し、その活用などを通

じて、積極的な誘致活動を実施する。 

 

 

 

43 

 

 

戦略１－３ 

【大学等の誘致・連携の推進】 

・総計(020102、030301、140201、140301、140302) 

大阪への進出意欲を持ち、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。 

 

（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、地域連携の仕組みづくりを図り、大学等との連

携を推進する。 

取組１－３－② 

【大学等との連携に向けた取組みの実施】 

・これまでの検討調査を踏まえてコーディネーター・ネットワークを活用した仕組

みの効果を検証し、持続的な大学等と地域の連携創出の仕組みづくりを進める。

 

 

25 

 

経営課題２の背景となる現状 

（外部環境） 

・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。 
・関西圏の活性化と他の圏域との連携強化を図る

ため、関西国際空港の機能強化や高速道路ネッ

トワークの充実など、広域的な都市基盤整備の

ニーズがある。 
・限られた土地・空間を活用して都市機能の集積

を図ることが求められている。 
・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と適切な

維持･更新が求められている。 
・大阪のまちづくりやビジネス環境にかかる情

報、その他様々な統計情報に対するニーズが増

加しており、広く国内外へ大阪のビジネスポテ

ンシャル、都市再生の動き、その他各種統計情

報の発信が求められている。 

 

 

（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。 
・都市再生緊急整備地域における都市再生特別地

区の活用などにより、民間開発が促進されてい

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。 

・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。 

経営課題２ 

【広域的都市機能の充実】 

・中枢機能や国際競争力の強化

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。 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略２－１ 

【民間拠点開発などの誘導・促進】 

・総計(040104、090301、320101) 

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更新、都市機能の強化を図る。 

 

（達成目標） 

・高度な都市機能の集積に対応したまちづくりを推進するため、都市再生緊急整備地域内で

の民間開発を促進する。 

  ・平成 21 年度から 23 年度の 3年間で約 100ha の増床 

・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 24 年度下期まちびらき 

・大阪駅北地区 2 期開発区域 梅田貨物駅の機能移転後、開発に着手できるよう、鉄

道や道路等の都市基盤を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組２－１－① 

【民間拠点開発などの誘導・促進の実施】 

・総計(320101)大阪駅北地区先行開発区域において、関係機関との調整により良

好なまちづくりの実現に向けた誘導を行うとともに、タウンマネジメント組織

（TMO）の具体的な事業内容・体制について開発事業者との調整を行う。また、

2期開発の実現に向け、ＪＲ東海道線支線の地下化など、基盤整備の都市計画手

続きの調整に入る。 

・総計(320101)湊町地区の完成に向け民間開発計画を誘導・促進し、残る 2 区画

（約 0.9ha）において、民間事業者による開発計画の策定に向けた調整を実施す

る。 

・総計(320101)岩崎橋地区において、阪神なんば線の整備にあわせ、民間開発計

画を誘導・促進し、残る開発エリア 7.6ha のうち 2区画（約 4.3ha）において、

民間事業者による工事着手に向けた調整を実施する。 

・総計(320101)難波地区において、土地区画整理事業による基盤整備にあわせ、

民間開発計画を誘導・促進し、残る開発エリア 4.3ha のうち 1区画（約 0.8ha）

において、民間事業者による開発計画の策定に向けた調整を実施する。 

・総計(320101)中之島西部地区において、民間活力を導入した国際・情報・文化

ゾーンにふさわしいまちづくりを誘導するための調整を実施する。 

・民間開発に対して、良好なまちづくりに誘導するための調整を実施する。 

・民間活力を活用した拠点開発を促進するため、処分検討地に分類された学校跡

地等について、処分方法、処分条件などを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15（再掲） 
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平成 22年度計画調整局経営方針（案） 

 

                                       元気：「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョン   総計：総合計画（2006－2015）  重：平成 22 年度重点予算事業 

現状認識 主な経営課題 戦略及び達成目標 ２２年度具体的取組及び業績目標 
予算額 
(百万円)

・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。 

・大阪市の財政は、世界的な経済危機の影響から

市税収入の大幅な落ち込みが見込まれ、一層危

機的な状況に直面している。 
・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。 

・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。 
 

 

 

戦略２－２ 

【広域的・長期的視点からの都市基盤整備の戦略的な推進】 

・総計(070101、070302、080101、080102、080202) 

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（近畿圏広域地方計画）の効果的な推進により、広域的・中長期的な

視点に立った都市基盤整備の促進を行う。 

・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るなど、都市基盤整備における的確なマネジメントを進め

る。 

・広域的な観点から整備が求められている高速道路ネットワークや近畿地方交通審議会答申

の鉄道路線について、ルート、整備手法・費用負担、さらには新たな制度づくりなどを関

係団体と連携して検討を行う。 

・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） 

・広域的な都市基盤整備の新たな制度づくりに向け、関係団体と連携して調査・研究等を実

施し、国への要望等に反映していく。 

・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

るとともに、関西国際空港の経営基盤の安定化と利用促進を図るため、関係機関と共同で

各種施策に取り組む。 

・現在事業中の都市高速道路の整備を促進するとともに、ネットワークの強化を図るための

改良を行う。 

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） 

信濃橋渡り線の新設 平成 26 年度完成予定 

・第 3セクターによる鉄道整備事業費※の概ね 5％削減と早期完成を図る。 

   対象事業 

・中之島線・西大阪延伸線 （平成 21 年度整備事業完了） 

・大阪外環状線鉄道 新大阪～放出間 （平成 30 年度完成予定） 

   ※ 上記各事業の着手時における総事業費の合計額 

・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や適切な土地利用の誘

導を図る。 

（平成 22 年度 道路などの都市施設について、都市計画手続きに向けた協議を進める）

  

 

 

取組２－２－① 

【戦略的な整備に向けた検討や協議・調整の実施】 

・国土形成計画（近畿圏広域地方計画）の推進に向けて関係団体との連携を図り

ながら、各施策の進捗状況を把握するとともに、協働して取り組む施策につい

ての協議・調整を行う。 

・広域的なネットワークを形成する上で必要となる高速道路について、地方負担

の軽減に向けた新たな事業手法の調整等を関係機関と行うとともに、事業可能

性に関する調査を引き続き実施する。 

・リニア中央新幹線などの広域鉄道については、実現に向けて、関係先への働き

かけを行う。また、近畿地方交通審議会答申路線などの鉄道については、関係

機関と連携して事業手法等の研究を進めるとともに、関係先へ働きかけを行う。

・高度な都市機能の集積に向け、民間活力を適正に誘導し、公民連携したまちづ

くりを進めるため、都市再生緊急整備地域制度について、社会情勢の変化に対

応したより効果的な制度となるよう引き続き検討を行う。 

・道路などの都市施設計画の見直しについて、引き続き検討するとともに、都市

計画手続きに向けた関係機関等との協議を進める。 

 

 

取組２－２－② 

【効果的・効率的な整備の実施】 

・総計(070101)関西国際空港 2 期残事業を促進するため、事業者への出資を実施

する。また、関西国際空港の機能強化を図るため、経営改善や需要創出、アク

セス改善などの施策を関係機関と連携・協働して取り組む。 

・総計(070301)阪神高速道路(株)が行う淀川左岸線 1 期事業と信濃橋渡り線事業

の進捗を図るため、同社に貸付を行う（独）日本高速道路保有・債務返済機構

に対して必要な出資を行う。また、淀川左岸線 1 期事業の関連事業である正蓮

寺川総合整備の事業者等との調整を行う。 

・総計(070301)建設局が行う淀川左岸線 2 期事業の用地取得等の進捗を図るため、

阪神高速道路(株)との調整を行う。 

・総計(070302、080101)大阪外環状線のうち放出～久宝寺間が平成 19 年度に開業、

引き続き新大阪～放出間の建設促進に向け用地取得、詳細設計、準備工事など

を実施するため、事業者への出資、補助、貸付を実施する。 

・地域住民の日常生活に必要なバス交通の確保を図るため、コミュニティ系バス

路線の運営費補助金を事業者に交付するとともに、交通局におけるバスのあり

方の検討状況も踏まえつつ、地域の特性やニーズに応じた補助制度のあり方に

ついて、交通局等関係局と連携して検討を行う。 

 

 

 

－ 
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－ 
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平成 22年度計画調整局経営方針（案） 

 

                                       元気：「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョン   総計：総合計画（2006－2015）  重：平成 22 年度重点予算事業 

現状認識 主な経営課題 戦略及び達成目標 ２２年度具体的取組及び業績目標 
予算額 
(百万円)

戦略２－３ 

【まちづくりプロモーションの推進】 

・都市再生に資する民間開発・投資を促進するため、国内外において大阪のビジネスポテン

シャルや都市魅力といったまちづくり情報を積極的に発信する。 

・まちづくりプロモーションを推進するための基礎データを提供するとともにビジョンづく

りに活用できる統計データを高度な加工分析を加えたうえで提供する。 

・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） 

・市民や民間のニーズに応じた統計情報の加工分析の充実や高度化など公表データの充実を

図る。 

  平成 22 年度 人口動向分析基礎調査分析結果の公表 

  平成 23 年度 国勢調査（人口等基本集計）地方集計の公表 

 

・民間開発・投資等の検討に資するために、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 21～22 年度 統合型 GIS のシステム稼働開始(H21 庁内業務、H22 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 

 

取組２－３－① 

【まちづくりプロモーションの実施】 

・大阪の持つ都市魅力や環境先進技術を世界に向けてアピールするため、5月～10

月に開催される上海万博への出展を行う。 

・関空就航便の増加・定着に繋がるよう、エアポートプロモーション及び就航奨

励一時金の給付を行う。 

・大阪市のまちづくり情報や都市魅力の発信・PR について、淀屋橋の情報発信拠

点（アイ・スポット）を活用し、さまざまな方法・機会を通じて、継続的に発

信を行う。 

・総計(300402)重統合型 GIS 稼働開始（庁内向け、市民向け）に伴い、庁内向け

GIS について、各職員の地図活用業務での庁内向け GIS の利用促進を啓発し、業

務の効率化、地図情報の連携化を推進するとともに、業務・システムの 適化

を実施し、各所管地図活用業務の経費縮減効果を発現していく。市民向け GIS

については、市民、庁内各部局の利用状況を把握・分析し、市民サービス実施

の観点からより必要なデータの充実を図っていく。 

・ニーズに応じた統計情報の公表データの充実を図るため、大阪市の人口動向を

区別に把握・分析をおこない、各区それぞれの地域特性を明らかにし、その結

果を公表することによって小地域集計の充実をおこない、それとともに、経済

波及効果分析の充実をおこなう。また、市民の統計データの活用を促進するた

め、統計データを活用したレポート(「統計あれこれ」)の充実を図る。 

・情報発信機能の強化のために、統計情報ホームページ（データネット）にて、

大阪市の主要データから関連の統計調査やデータを探しやすくするコンテンツ

の作成や、局ホームページの充実を行う。 
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平成 22年度計画調整局経営方針（案） 

 

                                       元気：「元気な大阪」をめざす政策推進ビジョン   総計：総合計画（2006－2015）  重：平成 22 年度重点予算事業 

 

 

経営課題３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。 

・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。 

（内部要因） 
・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。 

・大阪市域を業務対象とする指定確認検査機関が

増加し、建築確認の大部分が、指定確認検査機

関において実施されている。 

・市民による自主的なまちづくり機運が醸成して

きている。 

・市民によ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、地域の自主

的な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。 

・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

経営課題３ 

【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・快適性の向上などを

図るため、施設の安全性、快

適性の向上、公民の連携、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

形成を図るとともに、環境に

配慮したまちづくりを進め

る。 

 

戦略３－１ 

【安全な空間づくり】 

・総計(080101、270203) 

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。 

・総計(270202) 

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） 

・平成 25 年度に向け、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組３－１－① 

【安全な空間づくりに向けた支援等の実施】 

・国の制度に基づく鉄道の安全性向上に向け、鉄道駅の耐震補強について、昨年

度から引き続く２駅で事業者に補助を実施する。 

・総計(080501、190802)プラットホームからの転落事故等の防止に効果的な可動

式ホーム柵の設置について、既存駅での設置促進に資するため、平成 22・23 年

度に試行的に設置する 2駅のうち、平成 22 年度に設置する 1駅で事業者に補助

を実施する。 

・総計(270202)新築建築物の安全・安心の確保に向け、早急な達成目標の実現が

なされるよう、中間・完了検査を受けていない全ての建築物の建築主等に対す

る受検督促を実施する。 

・総計(270202)既存建築物の安全・安心の確保に向け、既存の雑居ビル等に対し

実施している立入検査の強化を図ることや、建築基準法上の特殊建築物※を中心

に建て増しなど重大な建築基準法違反の実態について平成21年度に引き続き調

査を実施するとともに、違反が判明した建築物に対し是正指導を実施する。 

  ※共同住宅やホテルなど多数の人が利用する主に防災面から見て特殊な用途

の建築物。 

・総計(270202)指定確認検査機関における業務の適正さの確保に向け、市内で業

務を行った全ての指定確認検査機関に対する建築確認・検査業務の立入検査等

を実施するとともに、構造計算適合性判定の対象外となる建築物の建築確認に

ついて、立入検査時に抽出し、構造計算の再計算等を実施することにより構造

計算書に偽装がないことを確認する。 

・民間建築物におけるアスベスト対策の推進に向け、国の依頼に基づき行った調

査の結果や小規模建築物に対する本市独自調査の結果等を通じ把握に努めてき

たアスベスト対策が未実施である全ての建物所有者等への個別働きかけや、各

種セミナー等を活用した啓発リーフレットの配布・送付（1,000 部）等による普

及啓発活動を実施する。 

・総計(120301)ワンルーム形式集合建築物について、指導要綱等に基づき駐輪施

設などの建築計画や管理体制の指導を行う。 

・建築計画事前公開制度の推進に向け、制度の対象となる全ての建築物の建築主

等が、制度の手続きに従って近隣住民等への周知を行うよう指導する。 
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平成 22年度計画調整局経営方針（案） 
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に関する規制・誘導機能を保有している。 

・大阪には独自の歴史・文化、自然など、さまざ

まな資源・資産が身近に数多く存在する。 

・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。 

 

 

戦略３－２ 

【魅力ある空間づくり】 

・総計(090101、090102、090103、090401、260302、320101) 

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。 

・総計(090101)重 

中之島から安治川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、「海の御堂筋」

構想の実現に資するまちづくりを市民等とともに進める。 

 

（達成目標） 

・都市開発において、民間開発の誘導により良好な都市空間の整備を進めるとともに、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。） 

 

・安治川沿いや中之島周辺において、「魅力あるリバーフロント形成指針」を地元市民とと

もに検討・策定し、それに基づく水辺を意識したまちづくりを進める。 

平成 22 年度   協議会等との協働による検討、指針（案）のまとめ 

平成 23 年度   指針の策定、公表、それに基づくまちづくりを進める 

 

取組３－２－① 

【魅力ある空間づくりの実施】 

・総計(090102、090401)景観法に基づく届出や建築美観誘導制度などに基づく景

観誘導を実施する。 

・総計(090103)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の指定に向けて関係者との協議調整を行う。 

・総計(040104)御堂筋周辺の活性化及び魅力あるにぎわい空間の創出に向け、景

観形成に向けた景観協議会の運営や御堂筋彫刻ストリートのガイドツアーを実

施する。 

・船場地区のまちづくりについて、地域と協働で活性化方策を検討する。 

・産学官連携し魅力あるまちづくりに向けＩＴを活用した実証実験を実施するユ

ビキタスシティ推進協議会に参画し、ユビキタス環境実現に向けた協議・検討

を行う。 

・総計(090204、250404)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、約 3.3ha の緑地を確保する。 

・元気 重学識経験者や地元市民との協議会等において、協議調整を行いながら、

地域特性に応じた「魅力あるリバーフロント形成指針」（案）の策定を行う。 
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戦略３－３ 

【公民連携や公民協働のまちづくり】 

・総計(210202) 

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。 

・総計(090105、090401、090501)重 

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。 

・総計(080201) 

地球環境の観点から、自動車交通から公共交通への転換を促すため、市民・企業や地域と

連携した取組み(モビリティ・マネジメント)を進める。 

・総計(080202,080203) 

総合的な駐車対策の推進を図るため、駐車マナーの向上に向けた市民との協働による広報

啓発活動を実施する。 

・総計(080501、080502、190802、190803) 

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。 

・総計(320101) 

  大阪の新たな都市活力を創出していくうえで、限られた財源を適切に活用するとともに、

民間と連携しながら民間投資の効果的な誘発を促進する。 

 

 

（達成目標） 

・市民の自主的・主体的なまちづくり活動や啓発活動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り組みを行うまちづくりをより効果的・効率的に推進するため

にまちづくり活動支援制度の見直し、運用方法の改善を行い、推進団体を平成 22

年度から 24 年度までの 3年間で新規で 9 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。 

・モデル区においてモビリティ･マネジメントの取組みを実施し、今後の各区での自主

的な実施に向けた課題整理、仕組みづくりを行う。 

・迷惑駐車防止の取組みを自主的に進める地域団体を、毎年度、各区 1 地区以上で指

定する。 

・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、一日の平均利用者数が5,000人以上かつ高低差5ｍ以上の鉄道駅（対

象駅数 177 駅）のうち構造上設置が困難な駅等を除く全ての駅にエレベーターを設置す

る。） 

 

取組３－３－① 

【公民連携や公民協働のまちづくりに向けた支援等の実施】 

・まちづくり活動支援制度の見直し、運用方法の改善を行うために、制度要綱等

を改正する。 

・総計(210202)まちづくり推進団体（新規認定 3団体を含む 13 団体）のまちづく

り構想の策定に向けた活動を区役所と連携して支援（ 長 5 年間）し、うち支

援の 終年度にあたる 2団体でまちづくり構想の策定を支援する。 

・総計(210201)まちづくり学習会やまちづくり活動発表・交流会を開催するとと

もに、大阪市まちづくり活動支援事業にかかるホームページを随時更新する。

・ミナミの市民主体の安全で賑わいのあるまちづくりに向け、事業実施局の取組

みの実現に向け関係部局や地元と協議・調整する。 

・元気 総計(090105、090501)重地域の良好な景観形成に向け、わがまちナイスス

ポットの発見として、３区で市民・区役所と連携し景観資源の発掘に向けた取

組みを行う。また、登録証の交付やパネル展示を行う。 

・総計(080201) 啓発冊子等の情報提供やアンケートによるコミュニケーション手

法を通じて、自発的に自動車交通から環境にやさしい公共交通に転換してもら

う取組みを、自動車の分担率が高い地域などで、市民・企業と連携しながら実

施する。 

・総計(080203) 迷惑駐車防止の取組みを自主的に進める地域団体を指定し、啓発

活動に使用する啓発物品の支給を行う。 

・総計(080501、190802)バリアフリー化の推進に向け、民間事業者や関係機関等

への働きかけや調整を行い、鉄道駅におけるエレベーター設置駅数を 2 駅増加

させ設置率を 96％とするとともに、別途 2駅でエレベーター設置工事に着手し、

構造上エレベーターの設置が困難な駅等を除く全ての駅において、１以上のバ

リアフリー経路を確保する。 

・総計(080501、190802)市内 25 地区の交通バリアフリー基本構想に即した各事業

を推進するため、着実な進捗管理をするとともに、進捗状況をホームページで

公開するなど市民への情報提供を行う。また、市民等との意見交換会などを通

じて利用者ニーズを把握し、利用者の視点に立った整備が実施されるよう調整

を行う。 

・総計(080502、190803)大阪市ひとにやさしいまちづくり整備要綱により民間建

築物を誘導する。 

・本市施設の効率的で質の高い有効活用を図るため、事業の掘り起こしを含め、

民間のノウハウを 大限に活かしたＰＦＩ手法をはじめとする効果的な公民連

携をめざし、幅広く検討及び促進する。 

・あいりん地域における環境改善にかかる課題を解決するため、公共空間の適正

使用のあり方検討などを通じて、地域で意見を出し合える協議の場ができるよ

う支援を行う。 
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経営課題４の背景となる現状 

（外部環境） 

・市民等からの信頼が低下しているなか、市政改

革の更なる推進とともに、市民サービスの一層

の向上と効率的な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や度重なる職員の不祥事

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。 

 

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。 

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。 

 

取組４－１－① 

【効率的・効果的な業務執行体制の確立に向けた取組みの実施】 

・平成 18 年度に策定した計画調整局職場改善方針に則り、職員の意識改革による

日常的な業務改善を推進する。 

・効率的で柔軟な職員配置に努める。 

 

 

 

－ 

 

－ 
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（重点予算（政策分）継続事業にかかる参考資料） 
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計画調整局 

事業名 わがまちナイススポットの発見 

 

○事業内容 

市と市民が連携して、わがまち自慢の景観を募集し、「都市景観資源」として登録及

び活用を図る。 

登録する過程、登録後の活用などを通じ、市や市民の中で景観への機運を高め、地域

特性を生かした景観形成のきっかけとする。 

①市や各区わがまち会議、市民が連携して募集などを行い、都市景観資源候補の選出。 

②市において審査の上、都市景観資源として登録し、登録証などを交付。 

③パネル展などを実施し、登録した資源を広く周知し、地域に親しまれる都市景観資源

としての活用を区役所などとともに展開。 

平成 21～23 年度までの 3 年間は、「海の御堂筋」沿いの区を中心に、毎年 3 区程度募

集を行っていく。 

 

○実施期間 平成 21 年度～23 年度 

 

○事 業 費 平成 22 年度 ５百万円（うち一般財源 ５百万円） 

     【平成 21 年度当初予算 ５百万円 （うち一般財源 ５百万円）】 

     【平成 23 年度     ５百万円 （うち一般財源 ５百万円）】 

 

○達成目標 指標：都市景観資源を募集する区数 

現状（～２０年度）３区（北区、旭区、中央区） 

 ２１年度     ４区（此花区、西区、港区、東成区） 

 ２２年度     ３区（福島区、大正区、城東区） 

 ２３年度     ３区 予定 

 

○ 事業イメージ 

   

大阪市 市民

①募集、応募、推薦

各区わがまち会議

②審査、登録

協働

地域特性を生かした景観の
情報発信や形成への取り組み

市民に身近な地域の
都市景観資源の登録

③都市景観資源の活用

わがまち（地域）に対する
景観への機運の高まり

大阪市 市民

①募集、応募、推薦

各区わがまち会議

②審査、登録

協働

地域特性を生かした景観の
情報発信や形成への取り組み

市民に身近な地域の
都市景観資源の登録

③都市景観資源の活用

わがまち（地域）に対する
景観への機運の高まり
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協働 

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 

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、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 22 年度については、協議会において

川沿いの建物所有者や企業、住民の方々との協議・調整を進めながら、地域特

性に応じた「魅力あるリバーフロント形成指針」（案）を策定する。  

  

○実施期間 

  平成 21 年度～23 年度 

 

○事業費 平成 22 年度     ８百万円（うち一般財源 ８百万円） 

【平成 21 年度当初予算 10 百万円（うち一般財源 10 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

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  大阪市 

・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 

○川沿いの建物所有者 

や企業・住民 

舟運にぎわいイベント
平成 21～23 年度 
（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 
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