
３.　　成長産業への支援と経済の活性化

（１）　新産業の創出支援 ２５億９，４００万円

①　産学官連携等による新産業の創出 ２億８，８００万円

○　ビジネス活動グリーン化推進事業 ８，０００万円

経済 新 ・　グリーンエネルギー関連技術研究開発促進事業 ３，３００万円

工業研究所を中核機関とし、環境・新エネルギー分野における新技術を、

産学官連携により開発

経済 ・　温室効果ガス排出量取引の促進 １，４００万円

新 中小企業の小ロットの排出量取引にかかる社会実験を実施し、

大阪独自の取引モデルを構築

経済 ・　省エネビジネス促進事業 ３，３００万円

中小企業の省エネ促進のための省エネ診断やマッチングなど

経済 ・　工業研究所と中小企業が連携した技術開発の促進 （３００万円 ）

経済 ・　省エネ設備導入資金融資制度の継続実施 （２，０００万円 ）

○　ロボットビジネス創出拠点形成事業 １億２，７００万円

経済 新 ・　パートナー機関の発掘・連携方策検討調査 ３００万円

大阪駅北地区のロボットビジネス創出拠点の運営の一翼を担う

パートナー機関を発掘し連携策を検討

経済 新 ・　次世代ロボット国際ネットワーク形成事業 １，０００万円

ロボット関連企業の国際事業展開や海外から大阪への進出促進のため、

海外のロボット関連機関との提携、シンポジウムの開催など
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経済 ・　市場化のための実証実験、「世界ものづくりサミット」の開催など １億１，４００万円

経済 ○　健康・予防医療産業創出事業 ４，２００万円

「癒し・抗疲労」分野の事業創出に向けた、マッチングや研究会の開催

経済 ○　「おおさかナレッジ・フロンティア推進機構」の運営 ３，９００万円

②　新産業の育成・振興 １５億８，５００万円

経済 ○　クリエイティブ産業創出・育成支援事業 １億１，６００万円

新 （仮称）クリエイティブネットワークセンター大阪の開設など

地域の特色ある産業集積を活かした新たなクラスター創生、

クリエイターと連携したシンポジウムの開催など

開設予定    ２３年３月

経済 ○　インキュベーション事業の推進 ６億５，４００万円

ソフト産業プラザ、大阪デザイン振興プラザの運営など

経済 ○　ＡＴＣグリーンエコプラザ事業 ２億３，６００万円
環境

経済 ○　ＡＴＣエイジレスセンター事業など ５億７，９００万円

計画 ③　イノベーション創出力の強化 （９，７００万円 ）

経済 ④　大阪産業創造館事業 ６億１，７００万円

創業支援事業、新事業創出・経営革新支援事業など

創業期固有の経営課題に対応した創業支援、豊富なビジネス経験を持つ専門家の

商品の目利きやマッチングによる販路拡大、経営相談など

経済 ⑤　大阪産業創造館と連携した情報発信など １億　　４００万円

インターネット等を活用した情報提供および情報誌「ビープラッツプレス」の発行など
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（２）　都市再生・プロモーションの推進 ［１６４億２，２００万円 ］

大阪の魅力を 大限活用し、民間の活力や創意工夫が発揮される環境づくりを

進めるとともに、企業、大学・研究機関等の誘致に力点を置いた

プロモーション活動を積極的に展開し、大阪の再生を推進

（都市プロモーション・企業誘致の推進）

①　大阪の都市魅力の発信 ３億　　４００万円

○　都市プロモーションの推進 ２億５，４００万円

計画など ・　上海万博を活用した大阪情報の発信 ４，３００万円

環境先進都市大阪の魅力発信と大阪スペシャルデー（７月２８日）における

トッププロモーションの実施など

政策 ・　「環境」「ロボット」等をテーマとしたトッププロモーションの実施 １，８００万円

政策 ・　海外における情報発信と交流の推進など １億９，３００万円

計画 ○　統合型ＧＩＳの運用 ５，０００万円

②　企業誘致と国際ビジネス交流の推進 ２７億１，３００万円

政策 ○　企業の総合的な誘致戦略の推進、国際ビジネス活動の支援 ３億６，２００万円

政策 ○　企業等立地促進助成 ４億１，７００万円

港湾 ○　咲洲コスモスクエア地区立地促進助成 １９億２，４００万円

計画 新 ○　経済特区検討調査 １，０００万円

夢洲・咲洲地区と大阪駅北地区における経済特区の実現に向けた検討

政策 ③　外国人就業者に対する良好な環境づくり （２億１，９００万円 ）
情報

外国人への生活情報提供体制の整備、国際学校への支援など
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（大学・研究機関を核とした知的創造・人材育成機能の強化）

計画 ④　大学等立地促進助成 ４，３００万円

計画 ⑤　大学と連携した人材育成中核拠点の運営 ２，５００万円

（民間開発の誘発・促進と地区特性に応じた戦略的なコーディネート機能の強化）

⑥　大阪駅北地区の整備推進 ［２億８，９００万円 ］

○　イノベーション創出力の強化 ９，７００万円

計画 ・　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

ナレッジ・キャピタルにおいて、新たな価値や技術が創造される産学官連携拠点を

形成するため、研究開発プロジェクトの創出を支援など

計画 新 ・　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

産学官連携による新エネルギー等環境関連技術の

研究開発プロジェクトの創出を支援

経済 ○　ロボットビジネス創出拠点形成事業 （１億２，７００万円 ）

計画 ○　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

建設 ○　ＪＲ東海道線支線の地下化等の検討調査 （５，０００万円 ）

計画 ○　まちづくり推進協議会による民間投資の促進 １００万円

ゆとり ⑦　中之島地区の魅力向上 （２億３，７００万円 ）
建設

新 水辺のにぎわい魅力創出事業、ＯＳＡＫＡ光のルネサンスの開催、

中之島ガーデンブリッジを活用したにぎわい・ふれあい空間の創出など
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ゆとり ⑧　御堂筋の活性化 （８，４００万円 ）

御堂筋オープンフェスタ、御堂筋ｋａｐｐｏの開催など

（文化・集客、居住魅力の創出）

ゆとり ⑨　文化・集客魅力の充実・強化 （６億２，８００万円 ）
建設など

コミュニティ・ツーリズム推進事業、パフォーマーライセンス制度の推進など

建設 ⑩　水の回廊づくり （５６億３，２００万円 ）

道頓堀川の水辺整備、平成の太閤下水の建設、舟運活性化促進と情報発信事業など

都整 ⑪　安全・快適で魅力ある住環境の整備 （５８億５，８００万円 ）

ＨＯＰＥゾーン事業、マイルドＨＯＰＥゾーン事業、子育て世帯向け分譲住宅購入融資

利子補給、新婚世帯に対する家賃補助、子育て安心マンション認定制度など

計画 ⑫　広域交通ネットワーク検討調査 ５００万円

⑬　関西国際空港全体構想の推進 ３億８，５００万円

計画 ○　関西国際空港株式会社への出資 ２億８，１００万円

計画 ○　関西国際空港集客・利用促進事業など １億　　４００万円

（３）　臨海部のまちづくり ［１４０億６，３００万円 ］

（臨海地域の活性化） ［９５億９，７００万円 ］

①　咲洲地区等の活性化 ［５７億１，０００万円 ］

○　咲洲地区内の環境改善・交通アクセスの改善 ６億６，８００万円

港湾 ・　夢洲コンテナ埠頭の運用開始に伴う咲洲コンテナ埠頭の再編 １億５，４００万円
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Ｒ岸壁のフェリー対応化および 新 Ｃ６・７岸壁の多目的埠頭化に向けた整備

港湾 ・　入港料インセンティブの導入による夢洲へのコンテナ航路移転促進

夢洲コンテナ埠頭への船社の移転時期に応じ、１０％～５０％を減額

減額期間    ２３年３月まで

港湾 ・　咲洲コスモスクエア地区ペデストリアンデッキの整備 ４，０００万円

港湾 ・　咲洲防災機能強化のための施設整備など ４億７，４００万円

○　コンベンション機能等の強化 ［４，３００万円 ］

経済 ・　インテックス大阪のより効果的・効率的な運営のあり方の検討

ゆとり ・　コンベンション誘致活動など （１，１００万円 ）

港湾 ・　みなと観光交流促進 ３，２００万円
区

民間と区が連携して行うイベントをクルージングでつなぐ

「川と海をつなぐ舟運にぎわいまちづくり事業」の実施など

○　咲洲・夢洲地区への企業誘致、産業振興の推進 ［３９億円］            

港湾 ・　咲洲コスモスクエア地区立地促進助成や先端産業誘致に向けた
政策

ＰＲ活動の展開 （１９億２，５００万円 ）

計画 新 ・　経済特区検討調査 （１，０００万円 ）

港湾 ・　夢洲先行開発地区の基盤整備 ３億２，３００万円

港湾 ・　スーパー中枢港湾実現に向けた夢洲コンテナターミナル株式会社への貸付

１６億４，２００万円

○　臨海部の特性を活かした環境施策の展開 ［４，２００万円 ］

港湾 新 ・　臨海部における再生可能エネルギー利用拡大に関する検討調査 （６００万円 ）
環境
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環境 新 ・　電気自動車の導入など （１，６００万円 ）

計画 新 ・　低炭素型交通システムの普及促進 （２，０００万円 ）

総務など 新 ○　咲洲地区活性化等のための市部局の移転・整備 １０億５，７００万円

（別に債務負担行為 ２１億７，１００万円 ）

２３年１月から２３年秋までの間に関連部局をＡＴＣ等へ順次移転

港湾 ②　舞洲地区の活性化

スポーツ・レクリエーションゾーンの有効活用をはかるため、

新 民間事業者を公募により選定

港湾 ③　咲洲地区道路の整備など ７億９，０００万円

港湾 ④　咲洲東地区第６貯木場土地造成事業 ２億６，２００万円

港湾 ⑤　舞洲地区基盤整備 １億　　７００万円

港湾 ⑥　鶴浜地区基盤整備 ８億１，１００万円

（別に債務負担行為 １億５，５００万円 ）

港湾 ⑦　夢洲土地造成など １７億７，８００万円

（別に債務負担行為 １６億８，７００万円 ）

港湾 ⑧　築港地区再開発 １億３，９００万円

（地震や津波等の災害に強い港づくり） １７億円              

⑨　東南海・南海地震に対する地震・津波対策の充実 １６億１，７００万円

（別に債務負担行為 ７億７，０００万円 ）

港湾 ○　津波・高潮危機管理対策緊急整備 ２億　　２００万円
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港湾 ○　防潮堤の耐震補強など １４億１，５００万円

港湾 ⑩　臨港交通施設の耐震強化など ８，３００万円

（安全で使いやすい港づくり） ２４億４，２００万円

港湾 ⑪　港の保安対策の推進 ３億１，５００万円

港湾 ⑫　港湾関連施設の維持補修など ２１億２，７００万円

（別に債務負担行為 ２億８，５００万円 ）

（市民に親しまれる港づくり） ３億２，４００万円

港湾 ⑬　魚釣り開放エリアの安全対策 １，８００万円

新 救命うきわや縄梯子等を設置

⑭　港の振興策の充実 ２億８，１００万円

港湾 ○　市民海洋カレッジ １億１，１００万円

新 青少年交流のため帆船「あこがれ」を上海万博に派遣

港湾 ○　ポートセールスおよび姉妹港との交流など １億７，０００万円

港湾 ⑮　臨海地域の緑地整備など ２，５００万円
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（４）　中小企業の活性化と消費生活の充実 １，４４１億４，７００万円

（中小企業の活性化） １，４０３億７，６００万円

①　融資制度の充実 １，３８１億９，１００万円

国の「景気対応緊急保証」に対応した制度融資の実施など

経済 ・　厳しい経営環境に直面する中小企業の円滑な資金調達を支援

期　 　限 ２３年３月３１日まで

経済 ・　中小企業融資基金への繰出　　９１６億２，４００万円

②　地域商業の活性化 ２億１，９００万円

経済 新 ○　（仮称）大阪あきない祭り事業 ２，０００万円

あきないグランプリ等のイベントを大阪市商店会総連盟等と

開催するとともに、商店街の独自取り組みを支援

○　商業魅力向上事業 ７，１００万円

経済 ・　商店街等活性化支援事業 ２，１００万円

商店街等が取り組む活性化事業の企画立案に際し、

コーディネーター派遣による事業計画作成の支援など

経済 ・　共同施設等整備支援事業 ５，０００万円

経済 ○　店づくり支援センター事業 １億２，８００万円

中小商業者を対象とした店舗づくり等に関するノウハウの情報提供

③　ものづくり産業の再生 １１億１，８００万円

○　課題解決型ものづくりの推進 １，０００万円

経済 ・　工業研究所等の技術シーズと企業ニーズのコーディネートを促進 ４００万円
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経済 ・　工業研究所と中小企業が連携し、環境負荷のより低い植物由来の生分解性

プラスチック素材の薄膜化、無電解めっき技術の共同開発を促進 ３００万円

経済 ・　中小企業の中堅企業化に向けた育成プログラムの作成 ３００万円

経済 ○　地方独立行政法人大阪市立工業研究所の運営 １０億９，３００万円

経済 ○　ものづくり人材育成事業など １，５００万円

④　中小企業の海外ビジネス展開の支援 ８億３，６００万円

経済 ○　「売りづくり」の視点からの製品開発・海外販路開拓支援 ７，９００万円

売れる商品の目利きを有する企業ＯＢ等を活用した在阪企業の

製品開発・見本市出展の支援など

出展予定    香港エレクトロニクス見本市など５ヵ所

経済 ○　国際ビジネス活動支援事業など ３，１００万円

経済 ○　アジア太平洋トレードセンター（ＡＴＣ）事業の推進 ７億２，６００万円

輸入促進センター事業など

経済 ⑤　都市農業の育成 １，２００万円

なにわの伝統野菜振興事業など

（消費生活の充実） ３７億７，１００万円

⑥　消費者行政の推進 ２億５，５００万円

市民 ○　消費生活相談の体制強化等消費者センターの機能充実 １億５，５００万円

弁護士等による多重債務相談会の実施 年４回 → 新 年１０回　など

経済 ○　生鮮食料品等の価格安定事業 １億円               
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経済 ⑦　中央卸売市場の整備 ３５億１，６００万円

東部市場再整備事業

老朽化に伴う耐震補強に加え、大口出荷対応ゾーンの設置や

低温卸売場の拡充等市場機能の充実

完成予定    ２３年度
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