
４.　　文化・観光の振興

（１）　文化・芸術の振興 ９億８，１００万円

ゆとり 新 ①　（仮称）大阪市芸術文化振興プランの策定 ３００万円

２３年度から５ヵ年間の芸術文化振興施策の指針を策定

②　草の根文化都市づくり ３，８００万円

ゆとり ○　青少年のアートリテラシー向上事業 １，８００万円

小・中学生が文楽・歌舞伎等の芸術にふれ合う機会を提供

ゆとり ○　創造を楽しむ元気な地域づくりの推進 ２，０００万円

地域で行われる芸術祭・音楽祭等の文化活動支援など

ゆとり ③　芸術文化ブランドの再構築と発信 ４，５００万円

第一級の芸術にふれる機会の充実

④　芸術家等の発掘・育成・支援による創造人材づくり ７，１００万円

ゆとり ○　新進芸術家プロモート事業 ２，０００万円

若手芸術家の発掘や育成をはかるため、咲くやこの花賞受賞者の

ネットワークづくりや発表の機会の提供など

ゆとり ○　大阪クリエイティブファイル事業 ９００万円

クリエイター等に関する様々な情報を一元的に扱うウェブサイトを運営

ゆとり ○　芸術文化創造都市の機能強化 ４，２００万円

芸術系ＮＰＯを指導・育成するシステムの構築等により、

ＮＰＯによる芸術創造活動を支援

⑤　創造人材をひきつける環境の整備 １億５，３００万円
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ゆとり ○　文化創造拠点ネットワークの形成 ９，０００万円

芸術創造館や中央公会堂、精華小劇場等の施設を文化創造拠点として

位置付け、施設を中心として芸術家や地域等との交流の場を形成

ゆとり ○　「大植英次プロデュース大阪クラシック」の開催など ６，３００万円

⑥　芸術文化施策の新たな展開 ５，１００万円

ゆとり ○　ＯＳＡＫＡ　ＡＳＩＡＮ　ＢＥＡＴの推進 ３，５００万円

ゆとり ○　映像文化振興事業 １，６００万円

⑦　芸術文化の普及、伝統芸能の保存など １億９，７００万円

ゆとり ○　舞台芸術活動振興事業 ２，２００万円

ゆとり ○　文楽協会、大阪フィルハーモニー協会への助成など １億７，５００万円

ゆとり ⑧　博物館群の総合力を活かした魅力向上 ６，９００万円

博物館群の連携により広報やキャンペーンを共同で行う等、

活性化につながる事業を実施

ゆとり ⑨　大阪城天守閣館蔵品の充実など １億４，５００万円

⑩　近代美術館建設計画の推進 １億１，７００万円

ゆとり ○　近代美術館建設基本計画策定調査 1，０００万円

近代美術館あり方検討委員会からの提言を踏まえ、

基本計画策定に向けた調査を実施

ゆとり ○　心斎橋展示室における収蔵作品展の開催や美術資料の収集など １億　　７００万円

⑪　文化遺産の保存整備 ９，１００万円

ゆとり ○　「泉布観地区」の再生・活用事業 （３，７００万円 ）
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ゆとり ○　難波宮跡保存整備、指定文化財保存助成など ５，２００万円
教育

○　大阪城やまさとぐちくるわ

ゆとり ○　大阪城山里口曲輪石垣修復など ３，９００万円

教育 ⑫　大阪の歴史再発見事業 １００万円

（２）　観光集客力の向上 ８億１，０００万円

延べ宿泊者数１，６００万人（うち外国人２５０万人）をめざし

観光まちづくりに向けた取り組みを推進（目標年次：２３年）

①　大阪の魅力を活かした集客力の向上 ３億　　８００万円

ゆとり 新 ○　水辺のにぎわい魅力創出事業 ２，６００万円

「水都大阪２００９」の市民参加の仕組みを継承し、中之島公園等

水辺のにぎわい魅力の創出をもたらすイベント等を実施

開催予定    ２２年秋の３連休

ゆとり ○　ＯＳＡＫＡ光のルネサンスの開催 １億円              

ゆとり ○　パフォーマーライセンス制度の推進 ６００万円

ミュージシャンや大道芸人が実演できる指定場所　　８ヵ所　→　９ヵ所

ゆとり ○開 ＩＡＡＦ国際グランプリ陸上大阪大会２０１０の開催など （５，５００万円 ）

○　水の都大阪再生構想の推進 （１６億９，２００万円 ）

ゆとり ・　中之島公園の整備 （１，５００万円 ）

ゆとり ・　水辺の緑による中之島の景観向上事業（護岸緑化） （３，４００万円 ）

建設 ・　水の回廊にかかる橋梁整備 （６，６００万円 ）

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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建設 ・　道頓堀川の水辺整備、舟運活性化促進と情報発信事業など （１５億７，７００万円 ）

○　大阪城　しろあかりのえ景の開催など
ゆとり ○　大阪城　城灯りの景の開催など ２，２００万円

ゆとり ○　もと市立博物館の有効活用方策検討調査 １００万円

大阪城エリアの魅力向上をはかるため、一体的な有効活用方策を検討

ゆとり ○　大阪城公園の整備など （１億２，５００万円 ）

○　「泉布観地区」の再生・活用事業 ３，７００万円

（別に債務負担行為    ４，３００万円 ）

ゆとり ・　泉布観の外観補修および庭園の再整備など ３，４００万円

完成予定    ２３年１０月

ゆとり 新 ・　旧桜宮公会堂の有効活用事業 ３００万円

泉布観の外観補修等に合わせ、公募により民間事業者を選定

ゆとり ○　コミュニティ・ツーリズム推進事業 ５，７００万円

市民自らが観光ガイドとなり、来訪者との交流を深める市民主導型

「まちあるき」事業を支援

○　御堂筋の活性化 ５，９００万円

ゆとり ・　御堂筋オープンフェスタ、御堂筋ｋａｐｐｏの開催 ５，０００万円

計画 ・　御堂筋を彫刻ストリートとして整備など ９００万円

港湾 ○　みなと観光交流促進 （３，２００万円 ）
区

経済 ○　「世界ものづくりサミット」の開催 （１，０００万円 ）

経済 新 ○　（仮称）大阪あきない祭り事業 （２，０００万円 ）

ゆとり ○　ＪＯＣパートナーシップ事業の実施など （９００万円 ）
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②　滞在・周遊しやすい仕組みづくりと環境整備 １億４，８００万円

ゆとり ○　まちなか観光案内所事業の実施 ７００万円

ゆとり ○　観光案内表示板の整備 １００万円

ゆとり ○　大阪周遊システムの運営・充実 ２，３００万円

ゆとり ○　ビジターズインフォメーションセンター等の運営 １億１，７００万円

③　戦略的プロモーションの展開など ３億５，４００万円

ゆとり ○　「大阪」プロデュース事業 ４，６００万円

観光地として魅力ある新たな「大阪」のイメージを創出し、国内外に発信

ゆとり 新 ○　アジア太平洋観光交流センター事業 １，１００万円

国連世界観光機関アジア太平洋センターと連携することにより、

観光交流ネットワークの構築等、大阪の国際観光を振興

ゆとり ○　アジア観光都市連携事業など １億７，３００万円

ゆとり ○　大阪集客プラン支援事業 １，５００万円

経済団体等とともに、民間事業者による先進的な集客促進事業の創出を支援

政策 ○　海外における情報発信と交流の推進 （１億７，０００万円 ）

情報 ○　「大阪講座」の開催 ２００万円

在京の団体・グループに対し、大阪の魅力を知ってもらうための講座を開催

ゆとり ○　観光バスの乗降にかかる実態調査など １億　　７００万円
建設
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（３）　スポーツの振興 １０億　　３００万円

ゆとり ①　総合型地域スポーツクラブの設立・活動に対する支援 ４００万円

地域住民が主体的に運営するスポーツクラブの設立・活動を支援

ゆとり ②　スポーツボランティア活動の促進 ３００万円

ボランティアリーダーを中心としたボランティア活動の支援など

③　国際競技大会の招致・開催 ５，５００万円

ゆとり 開 ○　ＩＡＡＦ国際グランプリ陸上大阪大会２０１０

開催予定    ２２年５月８日

ゆとり 開 ○　大阪市長杯２０１０世界スーパージュニアテニス選手権大会

開催予定    ２２年１０月１８日～２４日

ゆとり 開 ○　２０１０女子バレーボール世界選手権

開催予定    ２２年１０月２９日～１１月３日

ゆとり 新 ○　２０１８／２０２２年　ＦＩＦＡワールドカップの招致

開催国決定　２２年１２月

④　トップアスリートとの市民交流の促進 １，７００万円

ゆとり ○　トップアスリートによる「夢・授業」 （８００万円 ）

ゆとり ○　「２０１０オリンピックデーラン大阪大会」の開催など １，６００万円

ゆとり ○　ＪＯＣパートナーシップ事業の実施 １００万円

ＪＯＣとのパートナーシップ協定を活用してナショナルチーム

強化合宿を誘致し、市民との交流等をはかる

ゆとり 新 ⑤　（仮称）大阪マラソンの開催準備 １００万円
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大阪の名所旧跡を駆け抜ける市民マラソン実施に向けた調査

ゆとり 新 ⑥　（仮称）オータム・チャレンジ・スポーツの実施 １，６００万円

市民や競技団体等と協働し、スポーツ教室および大会を開催

開催期間　　９月～１１月

ゆとり ⑦　水と歴史の都　大阪ウォーク、大阪ハーフマラソンの開催など １億４，５００万円

ゆとり ⑧　その他スポーツ施設の整備など ６億１，３００万円

⑨　学校体育施設の開放 １億３，７００万円

ゆとり ○　運動場夜間開放の拡充 １，７００万円

小・中学校    ５２校  →  ５３校

ゆとり ○　運動場、プール、体育館の開放など １億２，０００万円

ゆとり ⑩　健康広場の整備        １ヵ所 １，２００万円

ゲートボール等の軽スポーツができる広場や健康遊具のある公園

港湾 ⑪　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

（４）　生涯学習と女性のための施策 ３１億８，６００万円

（生涯学習） ２５億４，１００万円

①　生涯学習の推進 ７億３，３００万円

教育 ○　総合生涯学習センター、市民学習センターの運営など ６億８，９００万円

区 ○　生涯学習ルーム事業 ４，４００万円
教育
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②　図書館の運営 １４億８，２００万円

教育 ○　図書館機能の充実（知識創造型図書館） ６億５，０００万円

地域図書館の開館日の拡大など

新 夏期休業期間中の月曜日を開館

教育 ○　図書館の利用促進など ８億３，２００万円

教育 ③　地域図書館の建替 ３億２，６００万円

東成図書館    開館予定    ２３年１月

城東図書館    実施設計

（女性のための施策） ６億４，５００万円

市民 ④　「大阪市男女共同参画審議会」の運営など １００万円

市民 ⑤　子育て世代の男女の仕事と家庭の両立支援プロジェクトなど ８００万円

市民 ⑥　男女共同参画センターの運営など ５億８，１００万円

女性のチャレンジ支援のための相談事業、情報提供など

市民 ⑦　ドメスティック・バイオレンス対策事業 ３，５００万円

緊急一時保護や相談など

市民 ⑧　女性学級、各区女性のつどいなど ２，０００万円

健福 ⑨　女性特有のがん検診 （７億８，７００万円 ）

妊婦健診と同時に受診する場合、新 子宮がん検診の自己負担を無料化
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（５）　人権施策の推進

人権啓発の推進など ４億１，５００万円

市民 新 ○　（仮称）人権啓発・相談センターの開設 ９，６００万円

多様な人権問題に対応する啓発および相談事業の実施

開設予定    平成２２年１０月

市民など ○　市民・企業に対する人権啓発の推進など ２億５，９００万円

市民 ○　大阪人権博物館の運営助成 ６，０００万円

（６）　国際交流・協力の推進

①　世界から人々が集まり、活気にあふれるまちづくり

政策 ○　大阪の魅力の世界へのアピール強化と国際協力 （７億１，８００万円 ）
ゆとりなど

上海万博を活用した大阪情報の発信、「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、海外における情報発信と交流の推進、

ＯＳＡＫＡ　ＡＳＩＡＮ　ＢＥＡＴの推進、開 ＩＡＡＦ国際グランプリ陸上大阪大会２０１０、

開 ２０１０女子バレーボール世界選手権、開発途上国の研修員の受け入れ、

専門技術者の派遣など

政策 ○　ビジネス拠点としての大阪の魅力向上 （５億４，７００万円 ）
経済など

新 次世代ロボット国際ネットワーク形成事業、「売りづくり」の視点からの製品開発・

海外販路開拓支援、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など

ゆとりなど ○　大阪への国際観光客の誘致 （１６億１，９００万円 ）

「大阪」プロデュース事業、コミュニティ・ツーリズム推進事業、
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ビジターズインフォメーションセンターの運営など

政策など ○　姉妹都市等を活用した交流ネットワークの強化 （１億４，８００万円 ）

計画など ○　関西国際空港、大阪港の利用促進 （３億９，３００万円 ）

政策など ②　世界から集まった人々が活躍できる環境づくり （７億８，６００万円 ）

外国人への生活情報提供体制の整備、国際学校への支援、

外国籍住民施策の推進、留学生住宅供給事業など
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