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配分額を超過する理由

（注）１. 所属配分予算には、平成22年9月21日付財第88号の会計別総括表の記載要領における、「裁量経費」、「歳出に

　　　　連動しない歳入」、「非裁量経費」、「裁量経費のうち旧重点予算改革枠」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・所属計欄の上段【　】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。

　　　４．23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　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）

・ 「（仮称）大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ」を平成25年春に開設

・ 公民連携の取組みによる環境技術の国際標準化

・ 市域外大学等との連携によるグローバル人材育成プログラムを平成25年度を目途に開発・実施

・ 環境・エネルギー分野における、産学官連携による研究開発の推進

・ 都心部等の開発ポテンシャルを活かし、市域全体の環境改善にもつながる民間事業者による環

境貢献を誘導

・ 「（仮称）ＣＡＳＢＥＥ大阪みらい」の普及促進

・ 環境負荷の少ない交通（ＥＶ、カーシェアリング）の普及促進

・ 森之宮地区まちづくり構想に基づく「資源・エネルギー循環型まちづくり」の推進

１　科学技術の活用によるイノベーションの創出

（ 9,700 万円 ）

重 （１） オープンイノベーション拠点の形成 1億4,900 万円

（★政Ｆ）（★政Ｇ）（★政Ｈ）（★政Ｊ）

ナレッジ・キャピタルにおいて、産学官が連携し、新たな価値や技術を創造するオープンイノベーション

拠点の開設に向け、開設準備組織の設置や実施計画の策定、先行プロジェクトの実施など

（ 1,000 万円 ）

（２） 科学技術の振興方策に関する検討調査 1,700 万円

（ 1,000 万円 ）

再 重 （３） 成長戦略拠点特区にかかる調査業務 1,500 万円

（★政Ｊ）

大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲地区を対象に、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、

「国際戦略総合特区」等の地域指定や指定後の国との協議にかかる調査

（ ）

再 （４） 環境技術の国際標準化機能の形成に向けた検討調査 700 万円

（★政Ｊ）

「２期ナレッジ・キャピタル」の実現に向け、関西の強みである環境技術を活用し、国際市場に優位な

立場でビジネスを展開するため、産学官が連携して環境技術の国際標準化に向けた取組みを推進

経営課題に対応する23年度の主要事業

―



（ 2,500 万円 ）

（５） 大学と連携した人材育成中核拠点の充実 2,500 万円

（★政Ｉ）

人材育成中核拠点「キャンパスポート大阪」の運営、市域外大学等との連携によりグローバル人材を

育成する実践的人材育成プログラムの開発・実施

（ 4,300 万円 ）

（６） 大学等立地促進助成 6,600 万円

（★政Ｉ）

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2,700万円／年×２年

２　低炭素型社会の実現に向けたまちづくり

（ 9,700 万円 ）

再 重 （１） オープンイノベーション拠点の形成 1億4,900 万円

（★政Ｆ）（★政Ｇ）（★政Ｈ）（★政Ｊ）

ナレッジ・キャピタルにおいて、産学官が連携し、新たな価値や技術を創造するオープンイノベーション

拠点の開設に向け、開設準備組織の設置や実施計画の策定、先行プロジェクトの実施など

（ ）

重 （２） 低炭素社会における都市戦略検討調査 1,500 万円

（★政Ｆ）

EV等を活用したカーシェアリングの普及促進に向けた検討や充電設備設置促進方策の検討、

及び市域全体の環境改善につながる民間開発事業者の環境貢献を誘導する方策の検討

（ 1,000 万円 ）

再 重 （３） 成長戦略拠点特区にかかる調査業務 1,500 万円

大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲地区を対象に、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、 （★政Ｊ）

「国際戦略総合特区」等の地域指定や指定後の国との協議にかかる調査

（４） 大阪駅北地区の整備推進

（ 1,400 万円 ）

○ ２期開発区域の空間計画等検討調査 1,200 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）

（★政Ｊ）

「環境」をテーマとする２期開発区域において、最先端の環境技術の導入や環境に配慮した空間

計画などを誘導する都市計画手法の活用について検討

―



（ ）

○ 環境技術の国際標準化機能の形成に向けた検討調査 700 万円

（★政Ｊ）

「２期ナレッジ・キャピタル」の実現に向け、関西の強みである環境技術を活用し、国際市場に優位な

立場でビジネスを展開するため、産学官が連携して環境技術の国際標準化に向けた取組みを推進

（ ）

重 ○ 先行開発区域のエリアマネジメント事業に対する支援事業 600 万円

（★政Ｊ）

民間事業者が主体となり実施する先行開発区域のエリアマネジメントの基本計画の策定に対する補

助

（ 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

経営課題２　広域的都市機能の充実

（達成目標）

・ 国際戦略総合特区及び特定都市再生緊急整備地域として指定

・ 指定後は規制・制度改革や支援措置についての改善等を議論する国との「協議の場」を設置

・ 各拠点開発に向けた継続的な調整の実施

・ 関西国際空港2期事業及び経営基盤の安定化やアクセス改善を含む利用促進施策の推進

・ 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、さらに新たな制度づくりなどを関係団体と連携して検討

・ 現在事業進行中の都市高速道路、鉄道の整備促進

１　拠点開発などの誘導・促進

（１） 大阪駅北地区の整備推進

（ 1,400 万円 ）

再 ○ ２期開発区域の空間計画等検討調査 1,200 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）

（★政Ｊ）

「環境」をテーマとする２期開発区域において、最先端の環境技術の導入や環境に配慮した空間

計画などを誘導する都市計画手法の活用について検討

（ ）

再 ○ 環境技術の国際標準化機能の形成に向けた検討調査 700 万円

（★政Ｊ）

「２期ナレッジ・キャピタル」の実現に向け、関西の強みである環境技術を活用し、国際市場に優位な

立場でビジネスを展開するため、産学官が連携して環境技術の国際標準化に向けた取組みを推進

―

―

―



（ ）

再 重 ○ 先行開発区域のエリアマネジメント事業に対する支援事業 600 万円

（★政Ｊ）

民間事業者が主体となり実施する先行開発区域のエリアマネジメントの基本計画の策定に対する補

助

（ 100 万円 ）

再 ○ まちづくり推進協議会による民間投資の促進 100 万円

（ 4億4,100 万円 ）

（２） 湊町地区（ルネッサなんば）の開発 4億3,100 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

（ 1,800 万円 ）

（４） 拠点地区開発計画策定調査 900 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　広域交通ネットワークの充実・強化

（ 500 万円 ）

（１） 広域交通ネットワーク検討調査 400 万円

着実な都市基盤施設の充実強化を図るため、引き続き、都市高速道路の計画について、中長期的な

観点から地方負担軽減に向けた新たな事業手法の立案について検討を行う。

（２） 関西国際空港全体構想の推進

（ 2億8,100 万円 ）

○ 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

（ 1億　200 万円 ）

○ 関西国際空港集客・利用促進事業 9200 万円

新規路線の開設・就航促進やアクセス改善を含む利便性の向上など

（ 21億3,200 万円 ）

（３） 高速道路の整備 30億6,900 万円

阪神高速道路淀川左岸線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

―



（ 8億4,500 万円 ）

（４） 大阪外環状線の建設促進 2億8,000 万円

大阪外環状鉄道株式会社への出資、補助、貸付など

（ 15億8,700 万円 ）

（５） コミュニティ系バス運営費補助 15億1,300 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

経営課題３　良好な都市空間や生活空間の形成

（達成目標）

・ 大阪駅北地区先行開発区域においてエリアマネジメントを実施し、魅力的な都市環境やまちの

賑わいを創出

・ 咲洲地区において、立地企業等によるエリアマネジメントを実施し、地区の活性化を推進

・ 継続的な都市景観資源の登録・活用

・ 市民の自主的・主体的なまちづくり活動を支援（まちづくり推進団体を平成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。）

・ 大阪駅北地区における公民が連携したプロモーションの実施

・ 夜間景観の基本方針を作成

・ クリエイターが創作・発表の場として御堂筋周辺を活用しやすい仕組みを構築

・ 「魅力あるリバーフロント形成指針」に基づいて、公民協働により水辺を意識したまちづくりを推進

・ 地域におけるまちづくりの基礎データ、ニーズに応じた高度な分析データをホームページ等を活

用して提供

・ 建築物の安全確保について、平成26年度を目途に全ての建築主の完了検査受験の促進

・ 交通基盤の安全性向上について、国による耐震補強の補助対象となっている鉄道駅への補助を

実施

１　公民連携による地域の活性化

（１） 大阪駅北地区の整備推進

（ 1,400 万円 ）

再 ○ ２期開発区域の空間計画等検討調査 1,200 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）

（★政Ｊ）

「環境」をテーマとする２期開発区域において、最先端の環境技術の導入や環境に配慮した空間

計画などを誘導する都市計画手法の活用について検討



（ ）

再 ○ 環境技術の国際標準化機能の形成に向けた検討調査 700 万円

（★政Ｊ）

「２期ナレッジ・キャピタル」の実現に向け、関西の強みである環境技術を活用し、国際市場に優位な

立場でビジネスを展開するため、産学官が連携して環境技術の国際標準化に向けた取組みを推進

（ ）

再 重 ○ 先行開発区域のエリアマネジメント事業に対する支援事業 600 万円

（★政Ｊ）

民間事業者が主体となり実施する先行開発区域のエリアマネジメントの基本計画の策定に対する補

助

（ 100 万円 ）

再 ○ まちづくり推進協議会による民間投資の促進 100 万円

（ ）

重 （２） 咲洲地区の開発促進とエリアマネジメントの推進 500 万円

（★政Ｋ）

咲洲地区の立地企業等による協議会を設立・運営し、地区のポテンシャルを高める開発、公民連携

のまちづくりの推進方策、持続可能なエリアマネジメント方策等について検討

（ 500 万円 ）

（３） わがまちナイススポットの発見 500 万円

（★政Ｅ）

市民・区役所と連携し、都市景観資源の募集・登録を進めるとともに、資源活用の機運を盛り上げる

パネル展などを実施

（ 2,700 万円 ）

（４） まちづくり活動支援事業 2,100 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等を実施

２　都市魅力の発信

（１） 大阪駅北地区の整備推進

（ 1,400 万円 ）

再 ○ ２期開発区域の空間計画等検討調査 1,200 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）

（★政Ｊ）

「環境」をテーマとする２期開発区域において、最先端の環境技術の導入や環境に配慮した空間

計画などを誘導する都市計画手法の活用について検討

―

―

―



（ ）

再 ○ 環境技術の国際標準化機能の形成に向けた検討調査 700 万円

（★政Ｊ）

「２期ナレッジ・キャピタル」の実現に向け、関西の強みである環境技術を活用し、国際市場に優位な

立場でビジネスを展開するため、産学官が連携して環境技術の国際標準化に向けた取組みを推進

（ ）

再 重 ○ 先行開発区域のエリアマネジメント事業に対する支援事業 600 万円

（★政Ｊ）

民間事業者が主体となり実施する先行開発区域のエリアマネジメントの基本計画の策定に対する補

助

（ 100 万円 ）

再 ○ まちづくり推進協議会による民間投資の促進 100 万円

（ 600 万円 ）

（２） 景観形成方策の推進 600 万円

景観計画の充実・詳細化に向けた検討及び夜間景観に関わる誘導方策の検討を実施

（ 500 万円 ）

再 （３） わがまちナイススポットの発見 500 万円

（★政Ｅ）

市民・区役所と連携し、都市景観資源の募集・登録を進めるとともに、資源活用の機運を盛り上げる

パネル展などを実施

（ 900 万円 ）

（４） 御堂筋の景観整備 1,100 万円

（★政Ｃ）

彫刻の管理・活用及び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

（ ）

重 （５） クリエイティブ・デザインによる御堂筋のブランドづくり 500 万円

（★政Ｃ）（★政Ｇ）

御堂筋をデザインストリートとして展開していくための構想づくりや効果的なプロモーションの展開につ

いて検討

（ ）

重 （６） 御堂筋クリエイティブ・デザインの仕組みづくり 500 万円

（★政Ｃ）（★政Ｇ）

御堂筋や船場周辺にクリエイターやデザイナーが集積するためにまちづくり団体と協力して「製作の場」

「発表の場」の情報を提供し、クリエイターやビルオーナー等がマッチングする仕組みづくりについて検討

―

―

―

―



（ 800 万円 ）

重 （７） 魅力あるリバーフロント形成検討調査 200 万円

（★政Ｅ）

「海の御堂筋」構想の実現に向け、広く市民意見等を聴きながら、地域特性に応じた

「魅力あるリバーフロント形成指針」を策定・公表し、川を意識したまちづくりを推進

３　安全な空間づくり

（ 2,000 万円 ）

（１） 鉄道駅耐震補強事業費助成 5,500 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

（ 1億　300 万円 ）

（２） 鉄道駅舎可動式ホーム柵等設置補助 1 億円

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

（ 400 万円 ）

（３） 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

（ 1,400 万円 ）

（４） アスベスト対策の実施 900 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



ウ　計画調整局　新規・拡充事業（主なもの）

（ 9,700 万円 ）

重 オープンイノベーション拠点の形成 1億4,900 万円

（★政Ｆ）（★政Ｇ）（★政Ｈ）（★政Ｊ）

ナレッジ・キャピタルにおいて、産学官が連携し、新たな価値や技術を創造するオープンイノベーション

拠点の開設に向け、開設準備組織の設置や実施計画の策定、先行プロジェクトの実施など

（ 1,000 万円 ）

重 成長戦略拠点特区にかかる調査業務 1,500 万円

（★政Ｊ）

大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲地区を対象に、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、

「国際戦略総合特区」等の地域指定や指定後の国との協議にかかる調査

（ ）

環境技術の国際標準化機能の形成に向けた検討調査 700 万円

（★政Ｊ）

「２期ナレッジ・キャピタル」の実現に向け、関西の強みである環境技術を活用し、国際市場に優位な

立場でビジネスを展開するため、産学官が連携して環境技術の国際標準化に向けた取組みを推進

（ ）

重 低炭素社会における都市戦略検討調査 1,500 万円

（★政Ｆ）

EV等を活用したカーシェアリングの普及促進に向けた検討や充電設備設置促進方策の検討、

及び市域全体の環境改善につながる民間開発事業者の環境貢献を誘導する方策の検討

（ ）

重 先行開発区域のエリアマネジメント事業に対する支援事業 600 万円

（★政Ｊ）

民間事業者が主体となり、実施する先行開発区域のエリアマネジメントの基本計画の策定に対する

補助

（ ）

重 咲洲地区の開発促進とエリアマネジメントの推進 500 万円

（★政Ｋ）

咲洲地区の立地企業等による協議会を設立・運営し、地区のポテンシャルを高める開発、公民連携

のまちづくりの推進方策、持続可能なエリアマネジメント方策等について検討

（ ）

重 クリエイティブ・デザインによる御堂筋のブランドづくり 500 万円

（★政Ｃ）（★政Ｇ）

御堂筋をデザインストリートとして展開していくための構想づくりや効果的なプロモーションの展開につ

いて検討

（ ）

重 御堂筋クリエイティブ・デザインの仕組みづくり 500 万円

（★政Ｃ）（★政Ｇ）

御堂筋や船場周辺にクリエイターやデザイナーが集積するためにまちづくり団体と協力して「製作の場」

「発表の場」の情報を提供し、クリエイターやビルオーナー等がマッチングする仕組みづくりについて検討

―

―

―

―

―

―



Ⅰ　「元気な大阪」実現に向け、重点的に取り組む主な経営課題
主な経営課題

【１　先導的都市機能の創出】
　知的産業の集積や交通機能の充実、創造的人
材育成機能の強化により、イノベーションを継続
的に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
大阪の継続的な発展を支える新たな都市機能の
創出を図っていく必要がある。

【３　良好な都市空間や生活空間の形成】
　地域のコミュニティや企業をはじめとする地
域社会の担い手との連携のもと、ハード・ソフト
の両面から、地域特性を活かして地域の価値
を高めるとともに、まちのブランド力を含めた都
市の高質化を進め、安全で良好な都市空間・
生活空間の形成を図っていく必要がある。

Ⅱ　持続可能な行財政基盤構築に向け、見直しを進める主な取組

【２－１－１　成長戦略拠点特区（大阪駅周辺地区、夢洲・咲洲地区）構想の推進】
国が打ち出した「国際戦略総合特区（仮称）」の地域指定に向けて、提案書（目標、取組・事業等）の作成及び提出を行い、指定後は、実施計画案
の作成及び提出を行う。
〔予算額 15百万円〕
【２－１－２　特定都市再生緊急整備地域の指定に向けた取組み】
国の「特定都市再生緊急整備地域」の指定の募集に対し、大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲地区の地域指定に向け、調査およびプレゼンテーションを
行う。
指定後は、都市再生特別措置法に基づく法定協議会設立のための準備会を運営し、事業内容などを明記した都市再生整備計画案を策定する。
〔2-1-1の再掲：予算額 15百万円〕

【２－２－１　関西国際空港の機能強化による国際拠点空港の形成】
関西国際空港について、２期事業を促進するとともに、空港の国際競争力の強化の実現に向け、全体構想促進協議会に参画し集客･利用促進を図
るなど空港の機能強化や経営改善に取り組む。また、大阪駅北地区とのアクセス向上につながる新駅の事業着手に向けて関係者間の調整を図る。
[予算額 281百万円]、[予算額 92百万円]、〔予算額 －〕
【２－２－２　広域的・中長期的視点に立った鉄道網整備の推進】
大阪外環状線の建設促進や関空へのアクセス鉄道・リニア中央新幹線などの広域鉄道の実現に向けた関係先への働きかけなどを行う。
〔予算額 280百万円〕
【２－２－３　広域的なネットワークを形成するために必要な高速道路整備の推進】
淀川左岸線事業の進捗に向けた関係機関との調整を行うとともに、広域的なネットワークを形成するうえで必要となる高速道路について、地方負担
を軽減可能な新たな整備手法の検討・調査を実施する。
〔予算額 3,073百万円〕

【３－１－１　大阪駅周辺地区及び夢洲・咲洲地区におけるエリアマネジメントのしくみづくり】
大阪駅北地区先行開発区域については、公民が連携のもと、エリアマネジメントの取組みについて検討を行い、当地区のエリアマネジメントの活動
方針等をとりまとめた基本計画を策定する。
〔予算額 6百万円〕
夢洲・咲洲地区については咲洲地区の立地企業等による協議会において、地区のポテンシャルを高める開発、公民連携のまちづくりの推進、エリア
マネジメント方策等を検討する。
〔予算額 5百万円〕

【３－１　公民連携による地域の活性化】
　市民、地域団体、企業等、地域社会の担い手との協働により、エリアマネ
ジメントや社会資本整備などまちづくりの取組みを総合的に進め、地域活
性化とともに魅力的な都市環境や町の賑わいを創出する。

【２　広域的都市機能の充実】
　成長を続けるアジア諸都市との都市間競争
に打ち勝ち、本市、さらには圏域の発展のため
には、大都市を国土の成長の牽引役として位
置づける国の成長戦略の動きを捉まえ、圏域
のリーダーとして圏域全体の発展に貢献する
戦略的な施策の展開が必要である。

【２－１　拠点開発の誘導・促進】
　規制の特例措置及び税制・財政上の支援措置等を総合的に実施する
「国際戦略総合特区（仮称）」や「特定都市再生緊急整備地域（仮称）」の
指定を受け、地域そして国の発展を牽引する戦略拠点を形成する。
  また、中之島、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。

【２－２　広域交通ネットワークの充実･強化】
　世界的な地域間競争のなかで、関西圏の発展に欠かせない交通インフラ
を強化・充実し、関西の国際競争力の向上に貢献する。

平成２３年度　計画調整局運営方針（案）

１．都市圏の持続的な成長に向けた戦略づくり
２．都市空間や生活空間の高質化
３．公民連携や公民協働のしくみづくり

局の目標（何をめざすのか） 局の使命（どのような役割を担うのか）
(局　長：　北村　英和　）　　

１．産業経済の活性化など都市機能の充実を通じた、大阪・関西の発展に貢献する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、低炭素で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

【１－１－１　オープンイノベーション拠点の形成】
ヴィレッジの開設準備組織を設置し、産学官連携による先行プロジェクト（可視化、イノベーションデザイン、環境・エネルギー及び健康・医療）に取り
組むとともに、ヴィレッジ運営の実施計画を検討・策定する。
〔予算額 149百万円〕

都市圏高速道路等の一体的運営手法の構築

取組内容
「市営バス事業の改革プラン『アクションプラン』（交通局策定）に掲げられた、抜本的な路線再編の実施」を踏まえて、「本市の総合的な移動手段のあり方に関するワーキン
グ」の議論を勘案して、関係局とともに協議しながら一般会計からの補助の考え方を整理する。

都市圏高速道路等について、地方負担の軽減が可能な高速道路の新たな事業手法を検討する。

コミュニティ系バス運営費補助のあり方に関する検討

取組項目

平成２３年度　局運営の基本方針（どのように取り組むのか：局長の方針）

主な具体的取組（23年度予算額）主な戦略
【１－１　科学技術の活用によるイノベーションの創出】
　産学の持つ技術やアイデアを有機的に結合させ、新しい価値を創造する
「オープン・イノベーション」を推進するため、平成25年春に、大阪駅北地区
先行開発区域のナレッジキャピタルに「(仮称)大阪オープン・イノベーショ
ン・ヴィレッジ」を開設する。

　アジア諸都市との都市間競争の中、大阪･関西の経済成長に向けて、科学技術の振興や都市魅力の発信、拠点開発などを公民連携のもと推進する。特に大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲地区については、地区のポテンシャルをさらに高め、相乗効果を発揮
させるため、国の「国際戦略総合特区」の指定に向けた取組みを行う。こうした経済成長に向けた取組みを戦略的に進め、成長著しいアジア地域の経済成長を取り込み、人･モノ・情報が交流し、活力あふれるまちづくりの実現を図っていく。
　また、以上のような大阪・関西の発展に向けた取組みの効果を、より一層高めるためには、人･モノの円滑な流れを確保することのできる広域インフラの充実･強化が必要であり、限られた財源の中で、事業の「選択と集中」を適切に行いつつ,、真に必要な
事業に絞り込むとともに、国家的役割を担うべきものについては、国による重点投資や新たな事業制度の創設なども要望しながら、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。

様式１



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連

【１－１－１　オープンイノベーション拠点の形成】
ヴィレッジの開設準備組織を設置し、産学官連携による先行プロジェク
ト（可視化、イノベーションデザイン、環境・エネルギー及び健康・医療）
に取り組むとともに、ヴィレッジ運営の実施計画を検討・策定する。
〔予算額 149百万円〕

大阪オープン・イノベーション・ヴィ
レッジ実施計画の策定

産学官連携を推進する拠点の基本計画を策
定
産学官連携による事業化開発プロジェクト創
出やネットワーク構築に向けた検討を実施
　〔21決算額 30百万円〕
　〔22予算額 97百万円〕

成長戦略
重点予算

【１－１－２　環境技術の国際標準化機能の展開】
環境技術の標準化をリードする活動を公民連携のもと展開し、標準化
に取り組む実証プロジェクトの形成に向けて、公民の役割分担の検討
や課題について整理を行い、プロジェクトを検討する。
〔予算額 7百万円〕

環境技術標準化に関する実証プ
ロジェクトの形成

　〔23年度新規事業〕 成長戦略

【１－１－３　人材育成機能の強化】
大学コンソーシアム大阪のコーディネート機能等を活用し、市域外大学
と連携して、大学単独では難しい実践的な人材育成プログラムを開発・
実施する。また、市内への有力大学等の立地促進を図るため、広域連
携を活用してより積極的な情報発信に取り組む。
〔大学連携：予算額 25百万円〕
〔大学誘致：予算額 66百万円〕

グローバル人材育成プログラムの
開発・試行

大学連携
　大学と連携した人材育成中核拠点の運営
　〔21決算額 25百万円〕
　〔22予算額 25百万円〕

大学誘致
　平成21年度　1件誘致
　平成22年度　1件誘致
　〔21年度決算額　8百万円〕
　〔22年度予算額　43百万円〕

成長戦略

【１－２－１　環境をテーマとしたナレッジキャピタルの実現に向け
た取組み】
産学官連携による環境・エネルギー分野における研究開発支援を行
う。
〔１－１－１の一部の再掲：予算額 42百万円〕

産学官連携による環境・エネル
ギー分野における共同研究プロ
ジェクトの創出

《１－１－１の一部の再掲》
産学官連携による研究開発プロジェクト創出
に向けた検討を実施
　〔21決算額 10百万円〕
  〔22予算額 35百万円〕

成長戦略
重点予算

【１－２－２　民間開発に際し市域への環境貢献を一体的に評価
する仕組みの構築】
都市再生特別地区で開発を行うにあたり、開発事業者が当該区域外に
おいて行う環境貢献の取組みについても一体的に評価し、容積緩和に
つなげる環境貢献誘導策について検討を行う。
〔予算額 3百万円〕

都市再生特別地区における域外
環境貢献を誘導する仕組みを構
築

　〔23年度新規事業〕 成長戦略
重点予算

【１－２－３　『（仮称）CASBEE大阪みらい』による環境配慮型建
築の誘導・促進】
建築物におけるCO2削減・省エネ化を促進するため、建築物の環境配
慮を総合的に評価する「CASBEE大阪」における届出対象を拡大すると
ともに、環境に配慮した建築物が市場において評価されるよう、マンショ
ンやオフィスビルの販売広告等に環境性能を表示する制度（ラベリン
グ）を実施するなど、市民･事業者への情報提供に努める。

「（仮称）CASBEE大阪みらい」を
平成23年4月から実施するととも
に、平成23年秋制定予定の環境
条例にも改正内容を反映
建築物の環境性能表示制度の実
施

ＣＡＳＢＥＥ大阪の届出件数
　H16～21年度公表件数、434件
　H22年度　公表件数（9月末）　25件

【１－２－４　企業におけるＥＶ（電気自動車）の普及とEV利用環
境の整備の促進】
民間企業のＥＶ普及を促進させるため、社用車として導入されたＥＶを
活用してカーシェアリングを行うモデル事業を実施し、コスト削減など導
入のインセンティブとなる仕組みの検討を行う。また、ＥＶ向けの充電設
備の充実に向けた利用環境の整備促進方策にかかる検討を行う。
〔予算額 12百万円〕

社用車を活用したEVカーシェアリ
ングモデル事業の実施

ＥＶカーシェアリングのモデル事業を都心部・
咲洲地区で実施
　〔21決算額　　　－　〕
　〔22予算額 20百万円〕

成長戦略
重点予算

【１－２－５　森之宮地区における「資源エネルギー循環型まちづ
くり」の推進】
平成22年度に策定するまちづくりコンセプトに基づき、その実現に向け
た関係者との調整を実施する。
〔予算額 　－　〕

平成22年度に策定するまちづくり
工程表に基づき、関係者と調整を
実施し、地区内施設の建設及び
建替えを誘導

資源・エネルギー循環型まちづくり実現のた
め、学識経験者を含めた「森之宮地区資源・
エネルギー循環型まちづくり検討協議会」を
設置し、まちづくりの構想及びエネルギーシ
ステムについて検討中である。
　〔21決算額　　　－　〕
　〔22予算額 10百万円〕

成長戦略

Ⅰ　「元気な大阪」実現に向け、重点的に取り組む主な経営課題

【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、大阪におけるグリーンテクノロジー分野の
優位性をさらに発展させるとともに、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目指す。

≪達成目標≫
　・環境・エネルギー分野における、産学官連携による
 　 研究開発の推進
　・都心部等の開発ポテンシャルを活かし、市域全体の
　　環境改善にもつながる民間事業者による環境貢献
　　を誘導
　・「（仮称）ＣＡＳＢＥＥ大阪みらい」の普及促進
　・環境負荷の少ない交通（ＥＶ、カーシェアリング）
　　の普及促進
　・森之宮地区まちづくり構想に基づく「資源エネル
　　ギー循環型まちづくり」の推進

【１－１　科学技術の活用によるイノベーションの創出】
　産学の持つ技術やアイデアを有機的に結合させ、新
しい価値を創造する「オープン・イノベーション」を推進
するため、平成25年春に、大阪駅北地区先行開発区
域のナレッジキャピタルに「(仮称)大阪オープン・イノ
ベーション・ヴィレッジ」を開設する。また、大学の誘致
や大学等との連携により創造的人材の育成機能強化
を図る。

≪達成目標≫
　・「(仮称)大阪オープン・イノベーション・ヴィレッジ」を
　　平成25年春に開設
　・公民連携の取組みによる環境技術の国際標準化
　・市域外大学等との連携によるグローバル人材育成
　　プログラムを平成25年度を目途に開発・実施

戦略

【１．先導的都市機能の創出】
　「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。
　また、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。
　そうした中で、知的産業の集
積や交通機能の充実、創造的
人材育成機能の強化により、イ
ノベーションを次々と生み出す
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、将来の大阪の継続
的な発展を支える新たな都市機
能の創出を図っていく必要があ
る。

今、何が課題で、その解決に
よってどのような状態を目指す
のか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような取組・事業を実施するのか
様式２



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連

【２－１－１　成長戦略拠点特区（大阪駅周辺地区、夢洲・咲洲地
区）構想の推進】
国が打ち出した「国際戦略総合特区（仮称）」の地域指定に向けて、提
案書（目標、取組・事業等）の作成及び提出を行い、指定後は、実施計
画案の作成及び提出を行う。
〔予算額 15百万円〕

「国際戦略総合特区（仮称）」の地
域指定に向けて、提案書（目標、
取組・事業等）の作成及び提出
大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲地
区の総合特区への指定及び内閣
総理大臣による実施計画の認定

チャレンジ目標

成長戦略
重点予算

【２－１－２　特定都市再生緊急整備地域の指定に向けた取組
み】
国の「特定都市再生緊急整備地域」の指定の募集に対し、大阪駅周辺
地区と夢洲・咲洲地区の地域指定に向け、調査およびプレゼンテー
ションを行う。
指定後は、都市再生特別措置法に基づく法定協議会設立のための準
備会を運営し、事業内容などを明記した都市再生整備計画案を策定
する。
〔２－１－１の再掲：予算額 15百万円〕

「特定都市再生緊急整備地域」の
指定の募集に対し、大阪駅周辺
地区と夢洲・咲洲地区の地域指定
都市再生整備計画の策定

チャレンジ目標

成長戦略
重点予算

【２－１－３　その他の拠点開発の推進】
　中之島西部地区においては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ととも
に、湊町地区、難波地区などにおいては、計画的なまちづくりを実現す
るため、民間事業者の意向を踏まえ、開発計画の策定に向けた調整を
実施する。
　また、船場地区において地域と協働で活性化方策の実施に向けた調
整を行う。
〔予算額 9百万円〕

中之島、湊町、岩崎橋、難波、船
場の各地区において、開発計画
の策定や地域活性化に向けた調
整を実施し、開発を誘導

　・中之島５丁目において勉強会
　　を開催
　・「湊町地区開発協議会」などで、
　　イベント開催など地区の活性化
　　方策について協議
　・「大阪ドームシティ開発協議会」
　　などで地区の活性化方策につ
　　いて協議
　・船場地区において活性化方策
　　を実施

政策推進ビジョン

Ⅰ　「元気な大阪」実現に向け、重点的に取り組む主な経営課題

【２－１　拠点開発の誘導・促進】
　規制の特例措置及び税制・財政上の支援措置等を
総合的に実施する「国際戦略総合特区（仮称）」や「特
定都市再生緊急整備地域（仮称）」の指定を受け、地
域そして国の発展を牽引する戦略拠点を形成する。
  また、中之島、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≫
　・国際戦略総合特区及び特別再生緊急整備地域
　　として指定
　・指定後は、規制・制度改革や支援措置についての
　　改善等を議論する、国との「協議の場」を設置
　・各拠点開発に向けた継続的な調整の実施

戦略

【２．広域的都市機能の充実】
　アジア諸国や新興国が台頭
し、さらに国を挙げての競争力
強化のための取り組みを推進し
ているなか、我が国において
は、「新成長戦略」を閣議決定
し、そのなかで、元気な日本の
復活をめざすため、大都市を国
土の成長の牽引役として位置づ
け、投資効果の高い大都市圏
の真に必要なインフラへの重点
投資と魅力向上のための拠点
整備を戦略的に進めることが必
要としている。
　このようななか、国の新成長戦
略と協調しながら、「地域主権確
立宣言」のもと、大阪経済圏の
経済成長のみならず、関西全体
の経済成長への貢献をめざす、
本市の産業経済政策の基本戦
略となる「大阪市経済成長戦略」
の中間とりまとめを公表し、この
なかで、経済成長のエンジンと
なる戦略エリアにおける戦略的
かつ総合的な取り組みの展開、
関西圏の発展に欠かせないイン
フラの強化・充実などを図ること
としている。
　成長を続けるアジア諸都市と
の都市間競争に打ち勝ち、本
市、さらには圏域の発展のため
には、大都市を国土の成長の牽
引役として位置づける国の成長
戦略の動きを捉まえ、圏域の
リーダーとして圏域全体の発展
に貢献する戦略的な施策の展
開が必要である。

国に対して、「大阪市 成長戦略拠点 構
想」を提案
地域のポテンシャルなど成長戦略拠点特
区について国との意見交換を実施
　〔21決算額　　　－　　〕
　〔22予算額 10百万円〕

・中之島
中之島西部地区においては、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
・湊町
湊町地区においては、開発エリア約15ha
のうち約14.1haについて、民間事業者によ
る開発計画の策定に向けた調整を実施
「湊町地区開発協議会」などとの協議を行
い、イベント開催など地区の活性化方策に
ついての検討を実施
・岩崎橋
岩崎橋地区においては、残る開発エリア
約7.6haのうち約6.0ha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
実施し、約6.0haについて開発計画が策定
され、そのうち約1.9haについて施設が完
成
「大阪ドームシティ開発協議会」などとの協
議を行い、地区の活性化方策についての
検討を実施
・難波
難波地区においては、開発エリア約21ha
のうち約16.7haについて、民間事業者によ
る開発計画の策定に向けた調整を実施
・船場
船場地区のまちづくりについて、地域と協
働で活性化方策案を作成

　〔21決算額  6百万円〕
　〔22予算額 18百万円〕

今、何が課題で、その解決に
よってどのような状態を目指す
のか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような取組・事業を実施するのか
様式２



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連戦略

今、何が課題で、その解決に
よってどのような状態を目指す
のか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような取組・事業を実施するのか
様式２

【２－２－１　関西国際空港の機能強化による国際拠点空港の形
成】
平成22年５月の国土交通省成長戦略で示された関西国際空港の機能
強化策や経営改善策について、国からの具体的な提案を受けて、関係
機関と連携しながら国と協議し、有効な経営統合策を推進する。
引き続き、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。
[予算額 281百万円]

関西国際空港全体構想促進協議会に参画して、貨物ハブ化やローコ
ストキャリア（格安航空会社）等の受け入れなど、貨物・旅客獲得のため
の国際競争力強化を支援するなど関空の集客・利用促進に取り組む。
訪日外国人が関空から目的地まで鉄道によりスムーズに移動できる環
境整備方策を検討し支援する。
[予算額 92百万円]

関西国際空港と大阪駅北地区とのアクセス向上につながる新駅の事業
着手に向けて関係者間の調整を図る。
〔予算額 　－　　〕

関空・伊丹の経営統合に向けて
国等との協議・調整を行い、平成
24年度の早い時期に有効な経営
統合を実現するとともに、２期事業
の推進等により関空の機能を強化
エアポートプロモーションの実施
や就航奨励一時金制度を活用
し、就航便数の増加等を促進
関西国際空港株式会社や鉄道事
業者などとの検討の場を設置
関空アクセス向上につながるJR東
海道線支線連続立体交差事業
（地下化・新駅設置）の23年度中
の事業着手に向け、関係者間の
調整を実施

関西国際空港建設協力（２期事業の促進）
・2期事業着手（平成11年7月）、埋立工事
　着手（平成13年11月）
・第2滑走路供用開始（平成19年8月）
・国への要望活動を実施(21年8月、22年
　7月）
・2期南側貨物エプロン（5ｽﾎﾟｯﾄ）供用開始
　（平成21年4月）
　〔21決算額 284百万円〕
　〔22予算額 281百万円〕

関西国際空港の集客・利用促進事業
・関西国際空港の集客・利用促進事業とし
　て、就航ネットワークの充実や物流ハブ
　機能の強化に向けた取組みやエアポー
　トプロモーション活動等の実施
　〔21決算額 105百万円〕
　〔22予算額 104百万円〕

21年度大阪駅北地区の連続立体交差事
業着工準備採択
　〔21決算額 　　－　　〕
　〔22予算額 　　－　　〕

成長戦略
政策推進ビジョン

【２－２－２　広域的・中長期的視点に立った鉄道網整備の推進】
大阪外環状線の新大阪～放出間の土木工事、用地取得などを進める
ため、事業者への出資、補助、貸付を実施するとともに関係者間の調
整を行う。
リニア中央新幹線については、建設促進期成同盟会等の場を活用す
るなどにより、早期全線整備について、国等関係先に働きかける。
関空アクセス鉄道や近畿地方交通審議会答申路線などについては、
国の調査への参画などにより、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。
〔予算額 280百万円〕

大阪外環状線の新大阪～放出間
の建設促進のため事業者への出
資、補助、貸付を実施
リニア中央新幹線の早期全線整
備の推進
関空アクセス鉄道やなにわ筋線に
ついて、新たな事業制度の創設
に向けた検討を実施

大阪外環状線の放出～久宝寺間が平成
19年度に開業
大阪外環状線の新大阪～放出間の着実
な建設促進に向け、出資、補助、貸付を
実施
　〔21決算額 676百万円〕
　〔22予算額 846百万円〕

「リニア中央新幹線建設促進期成同盟会」
へ参画
なにわ筋線について、国、大阪府、大阪
市、関係鉄道事業者らをメンバーとする
「高速交通ネットワークへの鉄道アクセス
改善方策に関する検討会」に参画、様々
な観点から調査を実施
国、大阪府、本市をメンバーとする「関空ア
クセス研究会」に参画
　〔21決算額 3百万円〕
　〔22予算額 5百万円〕

成長戦略

【２－２－３　広域的なネットワークを形成するために必要な高速
道路整備の推進】
淀川左岸線1期事業と正蓮寺川総合整備などの関連事業、淀川左岸
線２期事業などの各事業の進捗を図るため、関係機関との調整を行う。
広域的なネットワークを形成するうえで、今後必要となる高速道路につ
いて、ＰＰＰの活用なども含む、地方負担を軽減可能な新たな整備手法
の検討・調査を実施する。
〔予算額 3,073百万円〕

淀川左岸線１期について平成24
年度末の完成・供用をめざした調
整を実施
地方負担の軽減可能な高速道路
の新たな事業手法を検討し、国に
対して提案を実施

淀川左岸線（１期・２期）の整備に向け、関
係事業や沿線地域等との総合的な調整を
行うとともに、（独）日本高速道路保有・債
務返済機構へ出資
　〔21決算額 1,794百万円〕
　〔22予算額 2,132百万円〕

過年度より事業化に向けた検討を実施
平成22年度は、料金の一元化、高速道路
等の料金徴収期間の延長等を柱とした｢都
市圏高速道路等の一体的運営構想｣につ
いて、大阪府・兵庫県・神戸市・堺市と連
携しとりまとめを行ったうえで、国に対して
要望を実施
　〔21決算額 12百万円〕
　〔22予算額   5百万円〕

成長戦略
新市政改革　３－④

【２－２　広域交通ネットワークの充実･強化】
　世界的な地域間競争のなかで、関西圏の発展に欠
かせない交通インフラを強化・充実し、関西の国際競
争力の向上に貢献する。

≪達成目標≫
　・関西国際空港２期事業及び経営基盤の安定化や
　　アクセス改善を含む利用促進施策の推進
　・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
　・現在事業進行中の都市高速道路、鉄道の整備促進



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連

【３－１－１　大阪駅周辺地区及び夢洲・咲洲地区におけるエリア
マネジメントのしくみづくり】
大阪駅周辺地区及び夢洲･咲洲地区における、官民の連携による事業
の実施・運営のための｢新しい公共」のあり方を検討する。
・大阪駅北地区先行開発区域
　公民が連携のもと、エリアマネジメントについて検討を行い、当地区の
エリアマネジメントの活動方針等をとりまとめた基本計画を策定する。
　〔予算額 6百万円〕
・夢洲・咲洲地区
　咲洲地区の立地企業等による協議会において、地区のポテンシャル
を高める開発、公民連携のまちづくりの推進、エリアマネジメント方策等
を検討する。
　〔予算額 5百万円〕

「新しい公共」の仕組みについて
検討するための調査実施
大阪駅北地区先行開発区域につ
いて、エリアマネジメントに係る基
本計画の策定（平成23年度末）
夢洲・咲洲地区について、咲洲地
区の開発計画案とエリアマネジメ
ント方策の素案の作成

国土交通省、内閣官房との意見交換の実
施
　〔21決算額 　　－　　〕
　〔22予算額 10百万円〕

大阪駅北地区先行開発区域
当地区エリアマネジメントの取組み内容
や、実施・検討体制等について、民間事
業者や関係者等と検討調整を実施
　〔21決算額 　　－　　〕
　〔22予算額 　　－　　〕

夢洲・咲洲地区
平成22年度に、咲洲地区の活性化に向け
検討し取り組んでいく立地企業等による協
議会を発足
　〔21決算額 　　－　　〕
　〔22予算額 　　－　　〕

成長戦略
重点予算

【３－１－２　公民連携による良好な都市景観の形成】
市民・区役所と連携し、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、市民からの都市景観資源を募集を行うほか、登
録証の交付やパネル展示、ホームページへの掲載など、多方面で都
市景観資源の周知を行い、地域の特性を生かした景観づくりにつなげ
る取組みを進める。
〔予算額 5百万円〕

4区で都市景観資源を募集・登録 3区（北・旭・中央区）で都市景観資源の登
録完了
平成21年度には4区（此花・西・港・東成
区）で募集し、平成22年度に登録予定
平成22年度には4区（福島・大正・城東・住
吉区）で募集を行っており、平成23年度の
登録に向けた手続きを進行中
　〔21決算額 2百万円〕
　〔22予算額 5百万円〕

政策推進ビジョン

【３－１－３　地域の主体的なまちづくりの支援】
地域の活性化や魅力的なまちづくりのイメージを共有し活動の指針とな
るまちづくり構想の策定等に向けて主体的に取り組むまちづくり推進団
体（新規認定4団体を含む13団体）を、区役所と連携して支援する（
長5年間）。
〔予算額　17百万円〕

支援の 終年度にあたる3団体で
構想を策定

21年度までに21団体が構想を策定
22年度に2団体が構想を策定
22年度に制度改正を実施
　〔21決算額　16百万円〕
　〔22予算額　22百万円〕

【３－１　公民連携による地域の活性化】
 市民、地域団体、企業等、地域社会の担い手との協
働により、社会資本整備などまちづくりの取組みやエリ
アマネジメント※を総合的に進め、地域活性化とともに
魅力的な都市環境やまちの賑わいを創出する。

　※エリアマネジメント：地域の良好な環境や価値を維
　　持・向上させるための、住民・地権者等による主体
　　的な取組み

≪達成目標≫
　・大阪駅北地区先行開発区域においてエリア
　　マネジメントを実施し、魅力的な都市環境や
　　まちの賑わいを創出
　・咲洲地区において、立地企業等によるエリア
　　マネジメントを実施し、地区の活性化を推進
　・継続的な都市景観資源の登録・活用
　・市民の自主的・主体的なまちづくり活動を支援
　　（まちづくり推進団体を平成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。）

Ⅰ　「元気な大阪」実現に向け、重点的に取り組む主な経営課題

戦略

【３．良好な都市空間や生活空
間の形成】
　市内での少人数世帯・高齢単
身世帯、集合住宅の増加などに
より、地域における住民間の繋
がりの希薄化が進行するととも
に、産業構造・流通構造の変化
などに起因する本市の財政状
況の悪化などに伴い、地域の力
を復興し、地域社会の担い手と
行政との協働によりまちづくりに
取り組む必要性が増大してい
る。
　その一方で、市民の価値観の
多様化・高度化の進行とともにラ
イフスタイルも大幅に変化し、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、都市空間・生活空間につい
ても、安全性に加えて高質・快
適であることや良好な景観など
に代表される都市魅力といった
要素の重要性が高まっている。
　こうした状況の中、地域のコ
ミュニティや企業をはじめとする
地域社会の担い手との連携のも
と、ハード・ソフトの両面から、地
域特性を活かして地域の価値を
高めるとともに、まちのブランド
力を含めた都市の高質化を進
め、安全で良好な都市空間・生
活空間の形成を図っていく必要
がある。

今、何が課題で、その解決に
よってどのような状態を目指す
のか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような取組・事業を実施するのか
様式２



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連戦略

今、何が課題で、その解決に
よってどのような状態を目指す
のか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような取組・事業を実施するのか
様式２

【３－２－１　公民連携による大阪駅北地区プロモーションの推
進】
大阪駅北先行開発区域において、当地区の魅力を内外に発信する効
果的なプロモーションについて、公民連携のもと検討を行う。
〔３－１－１の再掲：予算額 6百万円〕

大阪駅北地区先行開発区域にお
ける効果的なプロモーション方策
の検討

各種シンポジウム等におけるプロモーショ
ンの取り組み
　平成21年6月5日　大梅田シンポジウム
　平成22年10月15日　大阪フォーリン・ビ
　ジネス・ネットワーク・クラブ

《３－１－１の再掲》
大阪駅北地区先行開発区域のエリアマネ
ジメントの取組み内容や、実施・検討体制
等について、民間事業者や関係者等と検
討調整を実施
　〔21決算額　　－　　〕
　〔22予算額　　－　　〕

成長戦略
重点予算

【３－２－２　良好な都市景観の形成による都市のブランド力の
向上】
ベイエリアや河川沿川におけるビル群や街並みの光による演出などを
進めるため、環境にも配慮した夜間景観の誘導策を検討する。
〔予算額3百万円〕

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、
市民・区役所と連携して、区毎に都市景観資源の発掘に向けた取組み
を行う。また、都市景観資源の登録証の交付やパネル展示のほか、
ホームページへの掲載や地図情報と連動した実際の場所がイメージし
やすい情報発信などを進める。
〔予算額 5百万円〕

夜間景観誘導方策についての調
査を実施
都市景観資源を新たに4区で募
集・登録

平成22年度では、夜間景観の施策にかか
る他都市での事例調査や現況調査を実施
予定
　〔21決算額　　 －　　〕
　〔22予算額 　　－　　〕

《３－１－２の再掲》
3区（北・旭・中央区）で都市景観資源の登
録完了
平成21年度には4区（此花・西・港・東成
区）で募集し、平成22年度に登録予定
平成22年度には4区（福島・大正・城東・住
吉区）で募集を行っており、平成23年度の
登録に向けた手続きを進行中
　〔21決算額 2百万円〕
　〔22予算額 5百万円〕

政策推進ビジョン

【３－２－３　クリエイティブ・デザインを活用した魅力あるまちづく
りの推進】
御堂筋周辺・船場エリアにおける建物床の空き状況とクリエーター・デ
ザイナーなどの入居ニーズを把握し、製作の場や発表の場としてマッ
チングさせる仕組みを検討する。また、御堂筋沿道のギャラリーや公共
的な空間などを展示や発信の場として活用できるよう、空間提供者と発
表者の両側のニーズを把握し、マッチングさせる仕組みを検討する。
〔予算額 5百万円〕

クリエイターやクリエイティブデザ
イン企業に御堂筋の場を「製作の
場」、「発表の場」、「発信の場」と
して提供する仕組みを構築

　〔23年度新規事業〕 成長戦略
重点予算

【３－２－４　魅力あるリバーフロントの形成】
安治川沿いや中之島周辺において、学識経験者や地元市民・企業か
らなる協議会において議論し策定した、「魅力あるリバーフロント形成指
針」（案）について、広く市民意見を聴取したうえで策定し、それに基づ
いて水辺を意識したまちづくりを進める。
〔予算額 2百万円〕

「魅力あるリバーフロント形成指
針」の策定・公表

学識経験者や地元市民などからなる協議
会において、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）を取りまとめ中
　〔21決算額 10百万円〕
　〔22予算額   8百万円〕

政策推進ビジョン
成長戦略
重点予算

【３－２－５　統合型ＧＩＳを活用した地域情報の発信】
地域の課題把握や施策立案につなげるため、国勢調査など市が保有
する統計情報をもとに地域特性の分析につながる統計データを作成す
るとともに、それらの統計データを統合型ＧＩＳに連動させ、わかりやす
い地図情報として提供する。
〔予算額 50百万円〕

統合型GIS(庁内向け）により、統
計情報等を地図情報として提供
開始

本市における人口移動の要因や、各区に
おける人口動向（人口増減の動きやその
要因等）を調査
時系列統計表や大都市比較年表等を掲
載しホームページコンテンツを充実
平成17年産業連関表を18年度から5ヵ年
かけて完成
　〔平成21年決算額 16百万円〕
　〔平成22年予算額 14百万円〕
統合型GIS（庁内向け）平成22年1月運用開始
統合型GIS（市民向け）平成22年4月運用開始
　〔平成21年度決算額　49百万円〕
　〔平成22年度予算額　52百万円〕

新市政改革２-⑩

【３－２　都市魅力の発信】
　大阪の顔となるような都市空間・景観の新たな創出、
地域に潜在する様々な都市資源の発掘などに市民とも
協力しながら取り組み、それらを内外へ発信していくこ
とを通じて、大阪の魅力を高め、都市としてのイメージ
アップを図る。

≪達成目標≫
　・大阪駅北地区における公民が連携したプロモー
　　ションの実施
　・夜間景観の基本方針を作成
　・都市景観資源の継続的な登録と活用
　・クリエイターが創作・発表の場として御堂筋周辺を
　　活用しやすい仕組みを構築
　・「魅力あるリバーフロント形成指針」に基づいて、
　　公民協働により水辺を意識したまちづくりを推進
　・地域におけるまちづくりの基礎データ、ニーズに応
じ
　　た高度な分析データをホームページ等を活用して
　　提供



経営課題 具体的取組 業績目標（アウトプット） 前年度までの実績 全市的方針との関連戦略

今、何が課題で、その解決に
よってどのような状態を目指す
のか

課題解決に向け、どういった施策をいか
に展開するのか

戦略の実現に向け、23年度において、主にどのような取組・事業を実施するのか
様式２

【３－３－１　建築物の安全確保】
建築物の安全性の確保の基本となる中間検査・完了検査の確実な実
施のため、建築主に対し受検督促を実施する。

中間・検査を受けていない全ての
建築主に対して受検督促を実施。

検査済証交付率の向上
 （平成17年度 74％→平成21年度 96％）

【３－３－２　交通基盤の安全性向上】
国の制度に基づく鉄道の安全性向上に向け、鉄道駅の柱、基礎等の
補強による耐震補強について、２駅で事業者に補助を実施する。
〔予算額 55百万円〕

鉄道駅の耐震補強について、２駅
で補助を実施

耐震補強の実施駅数
　平成19年度　１駅
　平成20年度　１駅
　平成21年度　４駅
　〔21決算額　84百万円〕
　〔22予算額　20百万円〕

【３－３　安全な空間づくり】
　適正な建築確認・検査を通じた建築物の安全性の
確保や鉄道等の交通基盤の安全性向上に取り組み、
安全・安心で利便性の高い都市空間整備を図る。

≪達成目標≫
　・建築物の安全確保について、平成26年度を目処
　　に、全ての建築主の完了検査受検の促進
　・交通基盤の安全性向上について、国による耐震
　　補強の補助対象となっている鉄道駅への補助を
　　実施



【施策・事業内容・手法の見直し・再構築】

取組項目
新たな市政改
革との関連

取組の方針・目標内容
（いつまでにどのようなことをめざして取り組むのか）

平成23年度の取組内容

コミュニティ系バス運営費補助のあり方に
関する検討

３－①

（趣旨・目的）
　地域住民の日常生活に必要な乗合バスサービスについて、安定的な
　バス交通の確保を図るため、補助制度のあり方に関して検討
（取組の概要）
　バスのあり方の検討状況や「本市の総合的な施策としての市民の移動
　手段のあり方に関するワーキング」の議論も踏まえ、関係局とともに協
　議しながら補助制度のあり方について検討する。
（目標）
　今後のバス路線の状況を踏まえ、関係局とともに協議しながら、必要に
　応じて補助基準の精査や補助の考え方を確立。

（取組内容、目標）
　「市営バス事業の改革プラン『アクションプラン』（交通局策定）に掲げられた、
　抜本的な路線再編の実施」を踏まえて、「本市の総合的な移動手段のあり方
　に関するワーキング」の議論を勘案して、関係局とともに協議しながら一般会
　計からの補助の考え方を整理する。

都市圏高速道路等の一体的運営手法の構築 ３－④

（趣旨・目的）
　利用者の利便性の向上や地域課題への対応も可能な都市圏高速道路
　等の一体的運営手法を構築することにより、地方負担を軽減する
（取組の概要）
・料金体系の一元化
　運営主体間で異なる料金体系を統一し、地域の実情もふまえながら、
　新たに対距離料金制を導入する
・都市圏高速道路等の整備・維持管理の効率化
　償還期間を延長し、料金収入による整備・維持管理を行う
（目標）
　関係機関・自治体との調整、国への制度要望を行いながら、高速道路
　整備等にかかる地方負担を軽減することができる一体的運営手法を構
　築する

（取組内容）
　地方負担の軽減が可能な高速道路の新たな事業手法を検討

（目標）
　料金体系の一元化等の早期実現に向け、関係機関と協議・調整を行い国に
　対して要望していく

【組織・体制の見直し・再構築】

取組項目
新たな市政改
革との関連

取組の方針・目標内容
（いつまでにどのようなことをめざして取り組むのか）

平成23年度の取組内容

効果的・効率的な体制づくり 3－⑥

(趣旨・目的）
　持続可能な行財政基盤構築に向け、効果的・効率的な体制づくりに
　取り組む。
（取組の概要）
　事務事業の点検・精査、再構築、派遣職員の引きあげ、外部人材の
　活用などにより、職員数を削減する。
（目標）
　5年間で職員数（平成22年10月現在定員279名）を28名（10%）削減

（取組内容）
　事務事業の点検・精査、派遣職員の引きあげなどにより、職員数を削減する。
（目標）
　6名以上の削減

外郭団体等のあり方検討 ３－③

（趣旨・目的）
　（仮称）新たな外郭団体改革計画（素案）に基づき、外郭団体等の
　あり方を見直す。
（取組の概要）
　外郭団体等のあり方検討、派遣職員の引きあげ
（目標）
　(財)大阪市都市工学情報センターについて、事務事業を精査し、
　他の本市外郭団体などとの統合について検討する。
　派遣職員について、平成２７年度までに１／２以下とする。

（取組内容）
　(財)大阪市都市工学情報センターについて、「本市のまちづくりに関する情報
　発信やシンクタンク的な事業についての効果的な役割」を念頭に置きながら、
　各事業を精査するとともに、本市外郭団体に限らず幅広い団体との統合の可
　能性について検討する。
（目標）
　派遣職員について、１０人とする。（平成２２年７月１日現在　１１人）

Ⅱ　持続可能な行財政基盤構築に向け、見直しを進める主な取組 様式３



【財政収支の改善】

取組項目
新たな市政改
革との関連

取組の方針・目標内容
（いつまでにどのようなことをめざして取り組むのか）

平成23年度の取組内容

不動産の売却及び資産の有効活用 ３－⑦

（趣旨・目的）
　未利用地等の処分・有効活用による収入確保
（取組の概要）
　「大阪市未利用地活用方針」における当局所管用地のうち、処分検討地
　に分類された用地について売却を行う。また、事業予定地及び継続保有
　地に分類された用地のうち事業化の目処が具体化していないものにつ
　いては貸付の検討や活用方針の精査を行う。
（目標）
　未利用地等の更なる売却、有効活用をはかる。

（取組内容）
　「大阪市未利用地活用方針」における当局所管用地のうち、処分検討地に
　分類された当局所管用地について売却に向け、関係局との調整などの準備
　作業を行う。また、事業予定地及び継続保有地に分類された用地のうち事業
　化の目処が具体化していない用地については、事業の進捗状況などを調査
　し、周辺地域の状況を勘案した貸し付けなどの検討や活用方針の精査を行う
（目標）
　当局所管用地について活用方針の精査及び売却スケジュールに沿った商品
　化を実施する。

外郭団体等への委託料の削減 ３－③

（趣旨・目的）
　（仮称）新たな外郭団体改革計画（素案）に基づき、外郭団体等への
　委託料の削減を図る。
（取組の概要）
　委託料の削減
（目標）
　競争性のない随意契約について、平成２７年度までに平成２１年度決算
　に比し、５割削減

（取組内容）
　委託事業について精査
（目標）
　競争性のない随意契約について、平成２１年度決算比で２０％削減する。
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