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本文中に記載している略称などについて 

 
１．新 は22年度の新規事業です。 

２．開 は22年度に開催される単発的なイベントです。（毎年開催分等は記載なし） 

３．事業名の右端（  ）書き金額は、別ページにおいて、主となる事業分野で計上されている

ため、再掲金額となっています。 

４．[  ]書き金額は、（  ）の再掲金額も足し合わせた合計金額となっています。 

５．金額は、100 万円単位未満の四捨五入の関係で合計が合わないことがあります。 

６．各ページの左端に記載の担当局名の略称については、下記のとおりです。 

 
 政策：政策企画室 情報：情報公開室 

改革：市政改革室       危機：危機管理監 

総務：総務局 市民：市民局 

財政：財政局 契約：契約管財局 

計画：計画調整局 健福：健康福祉局 

こども：こども青少年局 ゆとり：ゆとりとみどり振興局 

経済：経済局 環境：環境局 

都整：都市整備局 建設：建設局 

港湾：港湾局 会計：会計室 

消防：消防局 教育：教育委員会事務局 

交通：交通局 水道：水道局 

病院：病院局 区：区役所 



Ⅰ　 地域力の復興  ～地域を再生し、豊かに住み続けていくために～

１.　　地域の活性化　～地域が一体となって地域を元気にするために～

（地域力の強化に向けた取り組み） ７億２，４００万円

①　市民協働の推進 ３，４００万円

情報 ○　市民協働推進事業 ２，６００万円

メディアと連動したキャンペーンイベントの展開や

地域ＳＮＳ（双方向型Ｗｅｂサイト）の活用など

○　「なにわ元気アップ会議」の開催 ２００万円

情報 ・　市長が市民グループを招いて行う懇談会（９回）

区 ・　市長が地域の活動場所を訪問して行う懇談会（２４回）

情報 ○　市民が主役のまちづくりに向けた研究 ６００万円

公開フォーラムの開催や市民協働タスクフォースにおける検討・調査研究など

②　地域活動の支援 ６億９，０００万円

市民 ○　「地域が元気！」を支える「市民との協働」推進指針等の運用 ７００万円

市民と行政との協働によるまちづくりを進めるため協働に関する

手引書となる大阪市協働指針〔実践編〕の策定など

市民 新 ○　市民活動保険制度の創設 １，２００万円

安心して本市事業等にボランティア参加できるよう全市民等を対象に加入

平成２２年度主要事業の概要
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市民 ○　市民パワー結束・元気創出事業 １，８００万円

市民 ○　地域貢献活動マッチングシステム運営事業 ７００万円

市民 ○　市民公益活動への支援事業など １億２，４００万円

市民 新 ○　市民活動推進の環境整備に向けた調査 ７００万円

ＮＰＯ等と行政の協働推進と市民活動の促進に向けた環境づくりの調査

市民 ○　ＮＰＯ等が行う地域貢献活動に対する助成を行うための

○　クリック募金システムの運営 １００万円

市民 ○　コミュニティビジネスへの支援 ５００万円
経済

市民 ○　地域振興会への支援 ４億４，２００万円

地域振興交付金など

市民 ○　ボランティア情報センターの運営など ６，３００万円

市民 ○　地域の担い手支援事業 ４００万円

（地域を元気に、誇りとするための取り組み） １０億５，４００万円

③　地域課題の解決 （１３億　　４００万円 ）

市民 ○　街頭犯罪件数ワースト１の返上 （５億９，３００万円 ）
都整など

青色防犯パトロールの実施や「防犯サポーター」の配置など

建設 ○　放置自転車台数ワースト１の返上 （５億３，７００万円 ）
区

キタ・ミナミにおける市民協働手法による放置自転車対策や啓発指導員の配置など

○　ごみ減量の取り組みの徹底 （１億７，４００万円 ）

環境 ・　資源集団回収活動の推進
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各戸回収方式の　  全市実施

環境 ・　事業系廃棄物の適正処理の推進など

④　市民との協働による特色ある地域づくり １０億５，４００万円

区 ○　各区の創意工夫と特色ある事業

新 市民協働による港区の元気な地域づくり事業（港区）、

新 区民によるボランティア講師の活動支援事業（都島区）、

種から育てる地域の花づくり支援事業（北区ほか１８区）など

区 新 ○　寄付金を活用した市民活動団体との協働の取り組み

「こどもが元気！」市民活動支援事業（中央区）、

地域の歴史的資源を活用したまちづくり活動支援事業（東成区）など

区 ○　地域の実情に応じた効果的・効率的な事業

こども１１０番の家事業、地域防災リーダーの育成、区防災訓練など

経済 ⑤　地域企業の育成・支援 （１億５，３００万円 ）
区

クリエイティブ産業創出・育成支援事業など

⑥　地域との連携や地域資源を活かしたまちの魅力創造 （４２億９，９００万円 ）

教育 ○　連携により地域を元気にする事業の実施 （１億６，３００万円 ）
危機など

学校元気アップ地域本部事業や地域特性に応じた自主防災まちづくり事業など

ゆとり ○　地域の魅力を高める事業の実施 （１億７，５００万円 ）
計画など

コミュニティ・ツーリズム推進事業やわがまちナイススポットの発見など

市民など ○　地域の住民団体等と連携した魅力あるコミュニティ事業の推進など （３９億６，１００万円 ）

新
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（区庁舎等の整備） ３７億４，５００万円

市民 ⑦　新区庁舎の建設など １億７，５００万円

城東区民センター    実施設計

市民 ⑧　区民施設の整備 ２５億６，４００万円

東成区民センター    開設予定    平成２３年１月

城東区民センター    実施設計

市民 ⑨　市民交流センターの開設　　　１０館 ９億２，２００万円

開設予定　　平成２２年４月

市民 ⑩　地域集会所の整備 ８，４００万円

設　  　置    ４ヵ所
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２.　　セーフティネットの再構築

（１）　雇用の創出と自立の支援 ［３，１４４億３，５００万円 ］

「雇用失業情勢の悪化に対応した緊急の取り組み」を新たな重要な柱と位置づけ、

「大阪市雇用施策推進プラン」を改定し、雇用の創出に向けた対策（２２・２３年度）と

生活保護受給者等への自立の支援を全市的に推進

（雇用の安定と創出） ［２２６億９，９００万円 ］

①　雇用失業情勢の悪化に対応した緊急の取り組み ［７９億２，３００万円 ］

○　雇用創出事業 [２３億６，８００万円 ]

市民・健福 ・　緊急雇用創出事業など （１３億６，８００万円 ）
ゆとりなど

失業者に対して次の雇用までの一時的な雇用機会や

正規雇用につながる継続的な雇用機会を創出

２２年度    １，６３１名

新 うち生活保護受給者およびボーダーライン層優先枠 約１００名

市民 新 ・　重点分野雇用創造事業 １０億円            

介護、環境、観光等成長が期待されている分野における

新たな雇用機会を創出

２２年度    ２８８名

うち生活保護受給者およびボーダーライン層優先枠 約６０名

うち未就職の新卒予定者優先枠 約６０名

健福 ○　住宅手当緊急特別措置事業 １０億７，９００万円

支給額 単身世帯の場合　月額　４２，０００円（上限）など
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支給期間 ９ヵ月

健福 新 ○　住居喪失者に対する緊急一時宿泊事業 ７，０００万円

住宅手当等を受給するまでの間（原則４週間以内）、宿所等を提供するとともに

生活相談により自立を支援

市民 ○　無料職業紹介事業、資格取得講座の実施など （４４億　　６００万円 ）
健福など

②　就職に向けた支援が特に必要な人に重点をおいた取り組み （２２億６，１００万円 ）

健福 ○　生活保護受給者等への就労自立支援

被保護世帯の中学３年生への進学指導や動機付け等を行う

新 高校就学支援員派遣事業、総合就職サポート事業など

健福 ○　若者自立支援事業、母子家庭自立支援給付金事業など
こどもなど

経済 ③　人材育成、多様化した働き方への支援など （１２５億１，５００万円 ）
教育など

大阪産業創造館事業、ロボットビジネス創出拠点形成事業、キャリア教育推進事業など

（生活保護等福祉施策） ２，８８９億１，９００万円

健福 ④　被保護者に対する扶助費 ２，８６２億８，８００万円

標準３人世帯生活費    　月額    １６２，１７０円

健福 ⑤　要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付事業 １億４，４００万円

健福 ⑥　緊急援護資金の貸付 ５００万円

⑦　生活保護の適正実施の取り組み強化 １８億５，５００万円

局横断的に編成した「生活保護行政特別調査プロジェクトチーム」により、

制度の抜本的改革や市民の信頼回復に向けた取り組みを強力に推進
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○　ケースワーク業務の充実・強化

健福 新 ・　任期付職員の雇用（２４２人）

健福 ・　嘱託職員による年金裁定請求支援・受給資格点検の強化など

健福 ○　生活保護適正化推進チームの運営

悪質な不正受給・請求や「貧困ビジネス」事業者への対応を強化

健福 新 ○　（仮称）生活保護行政特別調査検討会の運営

外部有識者の意見を踏まえた、制度の抜本的改革に向けた検討・提言など

健福 ⑧　中国残留邦人等への支援 ６億２，７００万円

（ホームレス対策） １２億４，７００万円

健福 ⑨　自立支援センターの運営 ７億４，９００万円

施設型（５ヵ所）      定    員 ４３０人

賃貸住宅型          定    員   １８人    →    ５０人

⑩　ホームレスへの就労支援 ７，９００万円

健福 ○　民間公募型自立支援協働事業 ７００万円

健福 ○　大阪ホームレス就業支援センター事業など ７，２００万円

健福 ⑪　自立支援型ＤＯＴＳの実施 （１，０００万円 ）

健福・ゆとり ⑫　ホームレス巡回相談事業など ４億１，９００万円
建設
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（あいりん対策） １５億７，０００万円

建設・計画 ⑬　あいりん地域環境改善対策事業 ３，６００万円
健福など

新 市民協働による今後の施策のあり方検討や道路の不法占拠対策の強化など

健福 ⑭　越年対策事業 １億５，６００万円

健福 ⑮　高齢日雇労働者等生活道路清掃・除草等事業 ３億７，５００万円

健福 ⑯　臨時夜間緊急避難所の運営 １億６，３００万円

健福 ⑰　社会医療センターの運営・整備助成 ５億８，６００万円

健福 ⑱　あいりんＤＯＴＳの実施など （１，４００万円 ）

健福 ⑲　生活相談、あいりん銀行、更生相談所の運営費など ２億５，４００万円

（２）　高齢者のための施策 ２，０６２億１，１００万円

①　介護保険事業 １，８５１億６，４００万円

健福 ○　被保険者数        １，４９１，７８９人

第１号被保険者（６５歳以上） ６２３，８０４人

第２号被保険者（４０～６４歳） ８６７，９８５人

健福 ○　保険料（第１号被保険者）    　 １人当り月額基準額    ４，７８０円（据置）

健福 ○　居宅サービスの給付

訪問介護、通所サービス、短期入所サービス、訪問看護など

健福 ○　施設・居住系サービスの給付

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設、

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）など
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○　地域支援事業

健福 ・　介護予防事業

生活機能評価、運動機能向上事業、閉じこもり等予防事業、

介護予防広報啓発事業など

健福 ・　地域包括支援センターの拡充

相談支援体制を強化        ２７ヵ所  →  ３８ヵ所

健福 ・　高齢者虐待防止事業

緊急一時保護体制の強化など

健福 ・　生活支援型食事サービス事業、認知症サポーターの養成など

健福 ○　保険料徴収体制の強化

徴収嘱託員による訪問督促、 新 財産調査業務体制の充実など

目標収納率    ９７％

健福 ②　特別養護老人ホームの建設助成 １７億６，４００万円

新    設 ６ヵ所 定    員 ６２０人

継    続 ２ヵ所 定    員 ２００人

整備後 ９，９４８人

助成単価 １床当り    ３，５６４千円 → 新 ３，７１２千円

健福 ③　介護老人保健施設の建設助成 １億４，０００万円

継    続 １ヵ所 定    員 １００人

整備後 ５，６９４人
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健福 ④　養護老人ホームの建設助成 １億６，３００万円

新    設 １ヵ所 定    員 ８０人

整備後 ９９７人

助成単価 １床当り    ３，９２０千円 → 新 ４，０８３千円

健福 ⑤　介護療養型医療施設転換整備助成    ２９１床 ２億　　４００万円

健福 ⑥　小規模多機能型居宅介護拠点の整備助成     ４ヵ所 １億１，７００万円

新 ⑦　特別養護老人ホーム等緊急整備促進助成 ６億８，９００万円

健福 ○　定期借地権設定による用地確保に対する助成　　６ヵ所

助成額        借地権設定にかかる一時金の１／２（上限  路線価評価額の１／４）

健福 ○　開設準備経費に対する助成　　２ヵ所

助成額        定員１人当り６０万円

健福 ⑧　認知症高齢者グループホーム等スプリンクラー設置助成 ２億９，５００万円

認知症高齢者グループホーム    ５３ヵ所

新 小規模多機能型居宅介護拠点    １５ヵ所

健福 ⑨　提案型高齢者地域交流拠点づくり事業 ９，９００万円

新    設    ２ヵ所        継    続    ２ヵ所

健福 ⑩　ふれあい型食事サービス事業 ２億１，１００万円

健福 ⑪　日常生活用具給付事業 １，４００万円

⑫　認知症高齢者支援事業の充実 ６，８００万円

健福 新 ○　認知症高齢者支援ネットワークへの専門的支援事業 ６００万円

弘済院が培ってきたノウハウを活用した情報発信や研修内容の充実など
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健福 ○　認知症地域ケア推進事業など ６，２００万円

健福 ⑬　生活・介護支援サポーター養成事業 ３００万円

健福 ⑭　就労的生きがいづくり活動支援事業など １，６００万円

健福 ⑮　老人憩の家の運営助成など １億８，２００万円

運営助成    年額  ４３８，０００円

健福 ⑯　いきいきエイジングセンターの運営 １億　　１００万円

健福 ⑰　市営交通料金の福祉措置 ８７億６，２００万円

対    象        ７０歳以上        ３２６，６００人

健福 ⑱　上下水道料金の福祉措置 ３３億３，７００万円

対    象        ６５歳以上        １７４，０００世帯

健福 ⑲　在日外国人高齢者給付金支給事業 ９，３００万円

健福 ⑳　老人医療費の公費負担 ４５億８，２００万円

　高齢者向け住宅施策の推進 ２億　　７００万円

健福 ○　高齢者住宅整備事業 ２億　　７００万円

住宅改修費助成        補助限度額        ３０万円

都整 ○　新築市営住宅における高齢者が使いやすい浴槽の設置、

○　福祉型エレベーターの設置など

都整 ○　高齢者世帯向け市営住宅別枠募集   １６０戸

都整 ○　市営住宅親子近居募集    １２０戸

都整 ○　民間老朽住宅建替支援事業

高齢者世帯従前居住者家賃補助
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（３）　障害者のための施策 ５８６億２，７００万円

①　障害者自立支援給付 ４２８億３，７００万円

健福 ○　利用者負担の軽減

新 市民税非課税世帯の居宅・通所サービス等にかかる利用者負担を無料化

健福 ○　介護給付 ２５７億１，１００万円

居宅介護、重度訪問介護、生活介護、共同生活介護（ケアホーム）など

健福 ○　訓練等給付 ２７億　　４００万円

自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助（グループホーム）

健福 ○　補装具給付 ７億２，９００万円

健福 ○　自立支援医療 １３６億４，９００万円

身体障害児育成医療、身体障害者更生医療、精神障害者通院医療

健福 ○　サービス利用計画作成費など ４，４００万円

健福 ②　障害児施設給付 １９億９，３００万円

③　地域生活支援事業 ５３億３，８００万円

健福 ○　利用者負担の軽減

障害者自立支援給付に準じて、 新 市民税非課税世帯の利用者負担を無料化

健福 ○　移動支援事業 ２５億７，０００万円

健福 ○　地域活動支援センター事業 １１億　　６００万円

健福 ○　日中一時支援事業 ６，４００万円

健福 ○　重度障害者等入院時コミュニケーションサポート事業 ２００万円

健福 ○　重度障害者入浴サービス事業 １億６，１００万円
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健福 ○　障害者生活支援事業 ３億８，７００万円

健福 ○　障害者情報バリアフリー化支援事業 ３００万円

健福 ○　日常生活用具の給付など １０億４，５００万円

健福 ④　障害程度区分認定など ３億７，４００万円

健福 ⑤　障害児施設等利用料軽減措置 １００万円

健福 新 ⑥　障害者リハビリテーション促進事業 ５，０００万円

リハビリ専門職員を配置する事業所に対し給付費を加算

健福 新 ⑦　強度行動障害者処遇改善事業 ２，３００万円

著しい自傷等の行動により処遇が困難な障害者に対応するため

介護職員を加配する事業所に対し給付費を加算

健福 新 ⑧　障害者虐待防止事業 ６００万円

介護者等から虐待を受けた要援護障害者に対する緊急一時保護事業の実施など

⑨　障害者自立支援法に基づく、障害福祉サービス事業所への移行促進 ８，０００万円

健福 ○　障害者就労訓練設備等整備助成 １６ヵ所 ５，０００万円

健福 ○　障害者自立支援移行整備助成    １０ヵ所 ３，０００万円

健福 ⑩　障害者グループホーム・ケアホーム消防用設備整備助成        ６５ヵ所 ２，２００万円

健福 ⑪　障害者小規模作業所等の運営助成など ６億５，３００万円

運営助成    ８１ヵ所

健福 ⑫　障害者福祉施設製品（授産製品）販売促進支援事業 ８００万円

健福 ⑬　知的障害者に対する介護員資格取得・就労支援事業 ６００万円

健福 ⑭　障害者就業・生活支援センター事業 ９，８００万円
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健福 ⑮　障害者職業能力開発プロモート事業 ９００万円

健福 ⑯　重症心身障害児（者）通所訓練事業 ７，４００万円

運    営    ３ヵ所

健福 ⑰　精神障害者社会適応訓練事業 １，２００万円

健福 ⑱　重度身体障害者食事サービス事業 １，３００万円

⑲　地域生活移行への促進 １億３，２００万円

健福 ○　障害者グループホーム・ケアホーム整備助成 １億３，０００万円

社会福祉法人等が新築する場合

助成単価　　１事業所当り    １８，７５０千円 → 新 １９，６００千円

健福 ○　地域移行支援センター事業 ２００万円

健福 ⑳　リハビリテーションセンターの運営 １億７，５００万円

健福 　こころの健康センターの運営 １億１，２００万円

健福 　精神保健福祉相談、社会復帰相談指導事業など ４億４，２００万円

健福 　重度障害者等タクシー料金の給付 ９億４，３００万円

健福 　外国人心身障害者給付金支給事業 ３，２００万円

健福 　障害者医療費の公費負担など ４１億４，６００万円

健福 　心身障害者扶養共済事業 ９，７００万円

　障害者向け住宅施策の推進

都整 ○　新築市営住宅に福祉型エレベーター設置など

都整 ○　車いす常用者世帯向け特別設計市営住宅の整備    １４戸

都整 ○　障害者向け市営住宅別枠募集 ２１５戸
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健福 　難病患者等居宅生活支援事業 ２，３００万円

　発達障害者への支援 ３，７００万円

健福 ○　発達障害者就労支援事業 ４００万円

健福 ○　発達障害児療育支援事業など ２，６００万円

こども ○　４・５歳児発達障害相談事業 （６００万円 ）

こども 新 ○　発達障害児特別支援教育相談事業 ７００万円

発達障害に関する専門相談員による指導・助言を実施

　特別支援教育の充実 ８億９，１００万円

教育 ○　教育活動支援員の配置    ２４２人 １億７，３００万円

教育 ○　特別支援教育推進事業 １億４，２００万円

教育 ○　特別支援学級の整備など ６，８００万円

教育 新 ○　特別支援学校の整備に向けた検討調査 １００万円

検討委員会を設置し、整備内容等について検討

教育 ○　スクールバスの運行等通学対策 ４億４，８００万円

教育 ○　医療ケアを要する児童・生徒のための看護指導員、重度肢体不自由児への

○　機能訓練指導員の派遣など ４，６００万円

教育 ○　重度障害児移動教室（なかよし号）の運営 １，３００万円

教育 ○　知的障害のある生徒の高等学校受け入れ （１，０００万円 ）
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（４）　福祉活動の支援 ５０億５，３００万円

①　地域福祉の推進 ３３億１，３００万円

健福 ○　地域福祉計画の推進 ７００万円

健福 ○　社会福祉協議会活動の推進 １６億８，１００万円

健福 ○　地域生活支援事業 ７億８，６００万円

健福 ○　後見的支援事業 ２億６，３００万円

健福 ○　地域福祉活動推進事業 ５億５，１００万円

健福 ○　地域福祉推進のための施設整備助成 ２，５００万円

整備助成    ８ヵ所        補助限度額    ８６０万円

健福 ②　民生委員・児童委員活動の推進 ４億２，６００万円
こども

健福 ③　社会福祉研修・情報センターの運営など ３億８，４００万円

健福 ④　福祉人材養成確保推進事業 １，５００万円

健福 ⑤　介護福祉士資格取得支援事業 ９００万円

健福 ⑥　民間社会福祉施設職員の処遇改善など ９億　　６００万円
こども

（５）　保健・医療の充実 ４，０３１億９，４００万円

①　「すこやか大阪２１」の推進 １９億４，５００万円

健福 ○　「すこやかＯＳＡＫＡ推進プロジェクト」の推進 ７００万円

健福 ○　がん検診など １８億　　８００万円

・ 子宮がん検診の拡充

妊婦健診と同時に受診する場合
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自己負担額 ４００円 → 新 無料

・ 各種がん検診や特定年齢者に対する乳がん・子宮がんの無料検診の実施など

健福 ○　骨粗しょう症対策 １，０００万円

健福 ○　訪問指導 ３，５００万円

健福 ○　訪問歯科診療 ８００万円

健福 ○　健康教育、健康手帳の交付、健康相談など ６，８００万円

健福・教育 ○　ヘルシーグルメＯＳＡＫＡアワード ９００万円
経済

教育 ○　中学生の弁当持参の支援や食に関する指導の実施 （５００万円 ）

健福 ②　自殺防止対策事業 １，９００万円

自殺未遂者に対する傾聴相談、 新 弁護士との連携による支援など

健福 ③　ひきこもり相談窓口の運営 ４００万円

④　感染症対策の推進 ２５億９，４００万円

健福 新 ○　新「結核対策基本指針」の策定 ２００万円

２３年度からの新たな結核患者の削減目標や

目標達成に向けた具体的方策等を策定

健福 ○　「ＳＴＯＰ結核」作戦の推進 １億　　７００万円

大阪市版ＤＯＴＳ（服薬を直接確認する結核短期療法）の実施など

健福 ○　各種予防接種事業 ２３億４，９００万円

麻しん（はしか）排除計画の推進など

健福 ○　新型インフルエンザ対策の推進 ３，３００万円

医療機関における病原性の変異等の常時監視など

- 17 -



健福 ○　Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス無料検査の実施、エイズ対策の推進など １億　　３００万円

⑤　救急急病医療対策の推進 ９億９，０００万円

病院 ○　総合医療センター ４億　　２００万円

新 「総合周産期母子医療センター」の認定取得に向けた

ＭＦＩＣＵ（母体・胎児集中治療室）の設置など

病院 ○　住吉市民病院 ３００万円

小児二次救急２４時間受入体制の強化（週２回）

健福 ○　休日・夜間急病診療所の運営など ４億９，５００万円
病院

健福 ○　精神科救急医療対策の推進 ９，０００万円

消防 ⑥　救急業務の充実 （３億２，７００万円 ）

病院 新 ⑦　住吉市民病院建替整備基本構想調査 ３，０００万円

民間活力の活用等による具体的な整備手法の検討など

⑧　国民健康保険事業 ３，４０４億８，２００万円

健福 ○　医療分および後期高齢者支援金分

４９５，７００世帯        ８３２，４００人

・　保険料

医療分および後期高齢者支援金分を合わせた１人当り平均保険料を

２１年度に引き続き２年連続で据置

（医療分）

平   等   割 １世帯当り ３５，６９０円

均   等   割 １人当り      ２０，５８２円
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所   得   割 前年所得金額により決定

高限度額 ４７万円    →    ５０万円

（後期高齢者支援金分）

平   等   割 １世帯当り    ９，１７４円

均   等   割 １人当り      ５，２９０円

所   得   割 前年所得金額により決定

高限度額 １２万円    →    １３万円

健福 ○　介護分

２４１，７００世帯        ３０１，１００人

・　保険料（第２号被保険者）

平   等   割 １世帯当り    ７，７７３円

均   等   割 １人当り      ６，２４０円

所   得   割 前年所得金額により決定

高限度額 １０万円（据置）

健福 ○　特定健康診査・特定保健指導事業 １５億５，４００万円

２４年度目標実施率        健診    ６５％        保健指導    ４５％

健福 ○　検診事業の実施 ２億６，３００万円

健福 ○　出産育児一時金の支給 ２４億３，５００万円

第３子以降 ４３万円 → 新４５万円

健福 ○　レセプト点検等医療費適正化対策の推進 ５億１，３００万円
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健福 ○　保険料収納率の向上 ４億１，３００万円

所得申告書届出の 新 民間業者による電話勧奨、滞納整理指導員の増員など

目標収納率    調整交付金のカットを受けない８９％

⑨　後期高齢者医療事業 ４６４億３，４００万円

健福 ○　被保険者数    ２６４，８００人

健福 ○　保険料（２２・２３年度）

均   等   割    １人当り    ４９，０３６円

所   得   割    前年所得金額  ×  ９．３４％

高限度額    ５０万円（据置）

健福 ○　保険料収納率の向上 ３，８００万円

コールセンター（民間業者）での納付勧奨の実施

目標収納率    ９９％

⑩　ぜん息等の発症予防・回復事業 ６，５００万円

健福 ○　健康相談、健康診査、機能訓練の実施 ３，０００万円

健福 ○　医療機器整備助成事業 ３，５００万円

健福 ⑪　公害健康被害補償事業 １０５億８，２００万円

健福 ⑫　小規模受水槽衛生対策 ５００万円

健福 ⑬　輸入食品の安全対策 ４，１００万円

健福 ⑭　所有者不明ねこの適正管理推進事業 ３００万円
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３.　　安心実現社会の構築

（１）　防犯対策の推進 ［４６億６，６００万円 ］

①　市民協働による地域防犯対策事業 [７億　　８００万円 ]

政令指定都市における街頭犯罪件数ワースト１返上に向けた各種防犯対策を実施

○　地域安全対策推進モデル区（東淀川区・東住吉区・平野区）事業 ４，５００万円

市民 ・　市民主体による青色防犯パトロールへの支援（車両の支給等）

市民 ・　「防犯サポーター」の配置

○　全市展開事業 （６億５，７００万円 ）

市民 ・　市民主体による青色防犯パトロールへの支援（装備品の支給等）

新 新規活動団体（モデル区以外）の立ち上げ時に車両を貸出

市民 ・　青色防犯パトロールの実施

新 電気自動車の導入（北区・東淀川区・阿倍野区・東住吉区・平野区）

市民 ・　自転車盗難防止監視員の配置

市民 ・　地域特性を反映した防犯啓発事業の推進

市民 ・　落書き消去活動にかかる用具・材料の支給など

区 ・　「こども１１０番の家」事業

こども ・　「こどもの環境ととのえ隊」事業

都整 ・　防犯カメラ設置費補助（町会・マンション管理組合・駐車場事業者等）

駐車場事業者等

モデル区に加え、 新 北区・中央区・浪速区を追加

都整 ・　地域の防犯活動の支援に向けた市営住宅空き住戸等の活用
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対象住宅   モデル区内 → 新 市内全域

市民 新 ・　オートバイ用ナンバープレート盗難防止ねじの配布

市税事務所（原動機付自転車登録窓口）や大阪府警と

連携したキャンペーンで配布

区 ・　「地域安全対策」の実施

教育 ・　子どもの安全指導員の配置

市民 ○　大阪府防犯協会連合会への補助など ６００万円

市民 ②　「大阪市安全なまちづくり推進協議会」の運営、広報・啓発活動の推進など ２，８００万円

③　安全な都市環境づくり [３９億３，０００万円 ］

市民 新 ○　公共施設における防犯カメラの設置 ２，５００万円

道路等の公共空間を撮影範囲とする防犯カメラを区役所・図書館等に設置

建設 ○　地下道および自転車駐車場等における防犯設備の整備 （１億円）            

建設 ○　道路照明灯の整備 （１０億５，１００万円 ）
港湾

交通 ○　地下鉄駅構内における防犯カメラの設置 （２億４，８００万円 ）

市民 ○　ミナミ活性化推進プロジェクトなど （２４億２，６００万円 ）
建設など

大阪ミナミ地区の防犯対策、放置自転車対策、散乱ごみ対策

および健全で魅力あふれるまちづくりの推進など

環境 ○　路上喫煙対策事業 （８，０００万円 ）
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（２）　防災体制の確立 ［５３億円］            

①　防災活動体制の強化と防災知識の普及など ［３１億９，４００万円 ］

危機 ○　「大阪市防災会議」の運営 ３００万円

危機 ○　危機管理体制の確保 １，０００万円

危機 ○　「大阪市国民保護計画」に基づく実施マニュアルの作成など ３００万円

消防など ○　阿倍野防災センターの運営など ２億６，５００万円

危機・区 ○　震災訓練の実施 （１，３００万円 ）
消防

消防 ○　放火防止対策の推進など ２億３，９００万円

消防 ○　消防訓練指導強化対策事業 １億２，８００万円

消防 ○　査察体制の機能強化 ２００万円

危機・区 ○　地域防災リーダー・女性防火クラブ員の育成、応急手当の普及啓発など
消防

（１億円）            

危機 ○　帰宅困難者対策の充実 １００万円

民間企業を主体とした帰宅困難者支援体制の

構築に向けたモデル地区（大阪駅周辺）における調査

区 ○　地域防災活動の支援など （３，４００万円 ）

危機 ○　地域特性に応じた自主防災まちづくり事業 ２，４００万円

自主防災組織の確立を促し地域防災力を向上

地域特性に応じて構築した防災活動パターンを検証（４パターン）、自主防災

組織で活動を実践（４８ヵ所）、区民防災コーチを養成（５０人）など

危機 ○　自主防災活動支援アドバイザー事業 ５００万円
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交通 ○　地下鉄における火災対策設備の整備 （２３億３，２００万円 ）

港湾 ○　咲洲防災機能強化のための施設整備 （３，５００万円 ）

②　総合防災情報システムの構築など ２億７，０００万円

危機 ○　危機管理総合情報システムの開発・運用など １億７，６００万円
建設

危機 ○　防災行政無線の運用など ９，４００万円

③　飲料水・災害救助物資の確保など ［１６億８，９００万円 ］

危機 ○　災害救助物資の備蓄など ２，０００万円
健福

水道 ○　給・配水拠点の整備など （１６億４，５００万円 ）

危機 ○　小災害見舞金の支給など ２，４００万円

④　避難場所・避難路の整備 ［１億４，７００万円 ］

危機 ○　広域避難場所案内板の整備 ３００万円

建設 ○　広域避難場所における仮設トイレ汚水受入施設の整備 ５，０００万円

都整 ○　都市防災不燃化促進事業 １，１００万円

助成地区    新 東成・生野・東住吉地区

都整 ○　防災力強化マンション認定制度 １００万円

○　密集住宅市街地整備 （８，２００万円 ）

都整 ・　地域の活力を引き出すまちかど広場づくり

都整 ・　狭あい道路の拡幅促進整備

都整 ・　主要生活道路不燃化促進整備事業
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（３）　都市耐震化の推進 ［３３０億　　５００万円 ］

①　都市基盤施設の耐震強化 ［２３２億６，３００万円 ］

建設 ○　橋梁等の耐震強化 ５億３，９００万円

（別に債務負担行為 ３億　　１００万円 ）

建設 ○　共同溝の整備 ３億円              

（別に債務負担行為 １億７，０００万円 ）

国道４７９号清水共同溝

建設 ○　電線類の地中化の推進 １１億４，８００万円
都整

（別に債務負担行為 ５，５００万円 ）

上大和橋西道頓堀線など

港湾 ○　港湾施設の耐震強化 （１６億９，０００万円 ）

水道 ○　水道施設の耐震強化 （１１５億７，８００万円 ）

建設 ○　下水道施設の耐震強化など （７９億８，８００万円 ）

幹線道路下や鉄道軌道下に布設された地震時のリスクが高い

老朽管渠を緊急的に改築更新

計画 ○　鉄道駅耐震補強事業費助成 ２，０００万円

②　公共建築物の耐震強化 ［９４億４，４００万円 ］

市民など ○　災害対策施設等の耐震化 （８８億５，８００万円 ）

２７年度までに学校、区役所等について耐震化の完了をめざす

学    校 建    替 ８棟

耐震改修 ８２棟（改修工事）・３８棟（実施設計）
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区役所 建    替 城東区（実施設計）

耐震改修 東住吉区・東淀川区（実施設計）

鶴見区（基本設計）

住之江区（基本調査）

消防署所 建    替 東成消防署

大正消防署（実施設計・着工）

此花消防署（基本設計）

耐震改修 東住吉消防署ほか１署３出張所（改修工事）

平野消防署（実施設計）

幼稚園 耐震改修 ７園（改修工事）・２園（実施設計など）

社会福祉施設など

都整 ○　市営住宅の耐震化 （５億８，６００万円 ）

２７年度までに耐震化率９０％の実現をはかる

改修工事　１３棟　　　実施設計　４１棟　　　基本設計　７０棟

③　民間建築物の耐震強化 ２億９，８００万円

都整 ○　耐震診断費補助 １億　　２００万円
こども

補助対象 すべての住宅および 新 昭和５６年５月以前に着工した

民間児童福祉施設

都整 ○　耐震改修費補助など １億８，４００万円

都整 ○　大阪市耐震改修支援機構の運営 １，２００万円
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（４）　治水、浸水対策 １５４億　　１００万円

建設 ①　治水対策 ３億５，４００万円

（別に債務負担行為 ２億７，４００万円 ）

城北川等の護岸改修など

②　浸水対策 １５０億４，７００万円

（別に債務負担行為 ８６億８，０００万円 ）

建設 ○　淀の大放水路、中浜下水処理場内ポンプ場、新今里～寺田町下水道幹線の建設など

１４８億４，７００万円

建設 新 ○　降雨レーダー等の更新 ２億円              

完成予定    ２４年度

（５）　消防力の充実 ２９億６，１００万円

①　消防施設の整備など ２６億３，４００万円

消防 ○　消防署の建替 ６億４，４００万円

（別に債務負担行為 ７億１，２００万円 ）

東成消防署 完成予定    ２４年度

大正消防署（実施設計・着工） 完成予定    ２５年度

新 此花消防署（基本設計）

消防 ○　消防車両の整備 ８億６，８００万円

消防 新 ○　消防艇の更新 ６００万円

小型化により河川水難救助にも対応　　　基本設計
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消防 ○　消防救急無線のデジタル化 ３億２，３００万円

（別に債務負担行為 ２５億４，３００万円 ）

「電波法」の改正に伴い更新 完成予定    ２７年度

消防 ○　その他消防施設の整備など ７億９，３００万円

②　救急業務の充実 ３億２，７００万円

消防 ○　救急救命士の養成・配置 １億１，４００万円

消防 ○　救急救命士の処置拡大に向けた病院研修等の実施 ５，６００万円

消防 ○　救急安心センター事業の推進 １億５，７００万円

新 府内市町村と連携し、適切な医療機関の案内など
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Ⅱ   未来への投資  ～将来の大阪の発展のために～

１.　　次代を担う人材の育成

（１）　こども・青少年のための施策 ８６３億４，０００万円

（子育て支援とこどものための施策） ８５９億１，７００万円

「次世代育成支援行動計画」後期計画（２２～２６年度）の推進

すべてのこどもたちが、豊かな心をはぐくみながら、いきいきと自立して生きる社会、

こどもを生み育てることに安心と喜びを感じる社会の実現をめざす

①　保育サービスの充実 １１億６，５００万円

２６年度目標        通常保育    約４３，６００人（前期計画  約４２，０００人）

○　保育所の整備 ９億３，５００万円

こども ・　公立保育所整備 ３ヵ所 １億６，８００万円

こども ・　民間保育所整備助成 ３ヵ所 ３億８，５００万円

こども ・　賃貸物件を利用した民間保育所整備助成 ３ヵ所 ４，８００万円

こども ・　民間保育所改修助成など ３億３，４００万円

こども 新 ○　認定こども園の整備助成 ２ヵ所 １億４，４００万円

幼稚園と保育所が連携して、一体的な運営を実施

こども ○　保育ママ事業 ６ヵ所 → ８ヵ所 ８，６００万円

こども 新 ②　多様な保育サービス等開設支援事業 ２，２００万円

一時保育、病児・病後児保育（乳幼児健康支援デイサービス事業）および

地域子育て支援拠点事業の開設準備経費を助成

③　多様な保育サービスの提供 ２６億８，０００万円
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こども ○　長時間保育 全保育所 ９億８，６００万円

こども ○　延長保育 ２１３ヵ所 → ２３６ヵ所 ９億１，３００万円

こども ○　一時保育 ５８ヵ所 → ６６ヵ所 １億９，０００万円

運営法人 社会福祉法人に加え、 新 ＮＰＯ法人等にも拡大

こども ○　休日保育 ２６ヵ所 → ２８ヵ所 ７，０００万円

こども ○　夜間保育 ６ヵ所 → ７ヵ所 ３億５，９００万円

こども ○　病児・病後児保育（乳幼児健康支援デイサービス事業） １億６，２００万円

３４ヵ所 → ３５ヵ所

こども ④　低年齢児保育の推進（１歳児特別対策） ８億２，６００万円

こども ⑤　公立保育所の入所枠拡大 １億９，４００万円

新 任期付職員（５２人）を活用し、保育室の余裕スペースで保育を実施

こども 新 ⑥　年度途中入所対策　　　２４ヵ所 ２，５００万円

育児休業明け等による途中入所希望に対応するため、年度当初から保育士を確保

こども ⑦　保育料軽減措置の継続

子育て世帯を支援するため、ひきつづき実施

国基準の６９.４％

こども ⑧　保育所保育料徴収体制の強化 （９，０００万円 ）

２２年度目標収納率    ９８％

こども ⑨　公立保育所民間委託の実施 ２５億４，７００万円

２１ヵ所 → ２７ヵ所

こども ⑩　乳幼児医療費の公費負担 ３５億３，８００万円
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入    院 小学校修了まで

通    院 義務教育就学前まで

こども 新 ⑪　子ども手当の支給 ４０４億７，６００万円

支給対象 中学校修了前の児童を養育している者

支給金額 児童１人当り月額１３，０００円

対象児童 約３１１，０００人

実施月 ２２年４月  （支払月  ６月、１０月、２月）

こども ⑫　児童手当の支給 ３１億９，２００万円

⑬　幼稚園教育の推進 ２４億９，８００万円

こども ○　私立幼稚園児就園奨励費補助の拡充 ２０億４，０００万円

低所得者層への給付の重点化をはかる観点から補助単価を改定

市民税所得割非課税世帯

第１子　　１１６，３００円　　→　　１９０，０００円    など

こども ○　私立幼稚園幼児教育費補助 ３億２，２００万円

就園奨励費の単価改定を踏まえ、補助単価を改定

こども ○　私立幼稚園振興事業など １億３，６００万円

こども ⑭　幼稚園における預かり保育事業の支援 ３，５００万円

市立 ５９園 私立 １４０園

こども ⑮　なにわっ子すくすくスタート（就学前のすこやかな育ちを支える取り組み） ８，２００万円

母子訪問指導事業、乳幼児健康診査等を活用した子育て相談・情報提供

⑯　地域子育て支援の推進 １４億４，２００万円
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こども ○　子育て活動支援事業 ６億７，８００万円

こども ○　地域子育て支援拠点事業 ４億４，４００万円

１０１ヵ所    →    １０４ヵ所

こども ○　子どものショートステイ事業        １２ヵ所 １，２００万円

こども ○　ファミリーサポート事業 １億５，６００万円

こども ○　子育ていろいろ相談センターの運営など １億５，２００万円

⑰　児童いきいき放課後事業 ３６億８，８００万円

こども ○　市内全小学校 ３４億９，４００万円

土曜日および長期休業日の活動時間を延長

午前９時から午後６時 → 新 午前８時３０分から午後６時

こども ○　子どもの家事業 ３２ヵ所 １億９，４００万円

こども ⑱　留守家庭児童対策事業 １１７ヵ所 ４億　　８００万円

⑲　社会的養護体制の強化 ５億４，３００万円

こども ○　民間児童養護施設の整備助成 ２億６，６００万円

増改築        ２ヵ所

うち小規模グループケア    １２人分

こども ○　児童養護施設等環境改善事業 １億７，０００万円

こども ○　児童養護施設等職員に対する研修事業の拡充 ８，４００万円

被虐待児等への支援を強化するため、施設職員の個別指導技術を強化

こども ○　児童自立支援施設等入所児童学習指導事業 １，７００万円

こども ○　児童養護施設の退所予定者等に対する就業支援事業 ６００万円
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⑳　児童虐待防止事業等の充実 ４億８，０００万円

こども ○　「児童虐待ホットライン」事業

こども ○　里親委託の推進、里親家庭に対する養育相談など

教育 ○　児童虐待防止支援委員会の運営など

新 教職員からの相談に対する社会福祉士による支援を実施

こども 　こども相談センターの機能強化 ４億７，０００万円

相談の複雑化・多様化に対応可能な児童・心理相談体制の構築、

一時保護所の夜間処遇体制の強化など

本務職員（児童福祉司等）    １１５人　　→　　１３９人など

こども 　児童扶養手当の拡充 １５４億２，６００万円

受給資格要件を新 父子世帯にも拡充

２２年８月実施

　母子保健医療対策の充実 ３０億９，４００万円

こども ○　不妊治療費助成事業 ２億７，３００万円

こども ○　妊婦一般健康診査公費負担 １２億４，８００万円

健診助成    １４回

健福 ○　子宮がん検診の拡充 （１億８，１００万円 ）

妊婦健診と同時に受診する場合、新 自己負担を無料化

健福 ○　周産期緊急医療対策 ４，２００万円
病院

こども ○　乳児健康診査・保健指導事業など ５億３，３００万円
健福

健福 ○　小児慢性特定疾患児ピアカウンセリング事業など ３００万円
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健福 ○　小児慢性特定疾患医療費等の公費負担 ７億　　１００万円

健福 ○　小児ぜん息等医療費助成事業 ２億９，４００万円

こども 　ひとり親家庭医療費の公費負担 ２０億９，８００万円

　ひとり親家庭等に対する自立支援の推進 ４億５，３００万円

こども ○　ひとり親家庭等就業自立支援サポート事業 ３，２００万円

こども ○　母子家庭等就業・自立支援センター事業 ４，３００万円

こども ○　母子家庭自立支援給付金、日常生活支援事業など ３億７，８００万円

こども 　母子および寡婦への福祉貸付金 ３億９，３００万円

こども 　母子寡婦福祉貸付金返還金徴収体制の強化 （７００万円 ）

教育 　子どもの安全指導員の配置 １億４，２００万円

区 　「こども１１０番の家」事業 （４００万円 ）

　子育て支援のための住宅施策の推進

都整 ○　子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給の拡充

都整 ○　子育て安心マンション認定制度

都整 ○　子育て支援等公社ストック活用制度

○　市営住宅募集

都整 ・　子育て世帯向け別枠募集        １５０戸

都整 ・　多子世帯に対する当選確率の優遇

（青少年のための施策） ４億２，３００万円

こども 　社会総がかりでこどもをはぐくむ取り組みに対する支援 １００万円
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　輝け「未来」・こども夢体験プロジェクト ６，８００万円

こども ○　こども  夢・創造プロジェクト事業 ６００万円

こども ○　サマースクールシティ事業 １００万円

こども ○　地域こども体験学習事業 ５，３００万円

ゆとり ○　トップアスリートによる「夢・授業」 ８００万円

　「いじめ」・「不登校」問題対策 １億６，９００万円

こども ○　いじめ・不登校等に対する体系的な相談の実施 （２億３，１００万円 ）

こども ○　スクールカウンセラー派遣事業の拡充 １億４，７００万円

全中学校で実施

１０校において　　校下の小学校への派遣を試行的に実施

こども ○　家庭へのメンタルフレンドの派遣 ４００万円

教育 ○　スクールソーシャルワーカーの配置など １，８００万円

こども 　若者自立支援事業 ２，５００万円

こども 　若者就業等社会参加後フォローアップ事業 ６００万円

こども 　青少年センターの運営 ６，４００万円

こども 　青少年活動の推進、青少年団体の育成など ３，９００万円

こども 　青少年非行対策の推進 ５，１００万円

新

- 35 -



（２）　学校教育の充実 ３０３億４，９００万円

①　確かな学力を身につける教育の推進 １６億５，９００万円

教育 ○　習熟度別少人数授業の充実 １４億８，４００万円

対   象  全小・中学校で実施

小学校    ３～６年生の国語・算数

中学校    全学年の国語・数学・英語

教育 ○　放課後ステップアップ事業の充実 ７，４００万円

対   象        全小学校で実施

教育 ○　学校元気アップ地域本部事業 ７，７００万円

地域の力を活かした学校支援の仕組みとして、中学校区に

地域本部を設置し、放課後学習等を実施

対   象 　　 ８中学校区    →    ２４中学校区

教育 ○　学習理解度到達診断の実施 １，６００万円

教育 ○　言語力の向上支援事業 ４００万円

教育 ○　学校図書館活性化事業の充実 ４００万円

学校図書館に地域ボランティアを配置し、読み聞かせ等を実施

対   象 小学校  ２００校　　→　　全校

教育 ②　キャリア教育推進事業 １，０００万円

教育 ③　多様な体験活動の推進 ２億　　２００万円

教育 ④　小学校区教育協議会（はぐくみネット）事業の推進 ５，１００万円
区

⑤　学校における教育活動の充実 １０億２，７００万円
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教育 ○　教育用コンピュータの更新など ８億４，３００万円

教育 ○　視聴覚・理科の教材機器の整備 １億８，４００万円

教育 ⑥　体育部・文化部活動の指導者招へいなど ４，２００万円

⑦　国際理解教育の推進 ２億４，２００万円

教育 ○　「英語でわくわく１、２、３（ワン・ツー・スリー）」事業 ２，５００万円

教育 ○　外国青年招致事業 １億８，４００万円

教育 ○　中学・高校生の海外派遣など １，７００万円

教育 ○　帰国した子ども等の教育の充実 １，６００万円

教育 ⑧　児童・生徒就学費補助 ３０億８，２００万円

教育 ⑨　学校給食調理業務民間委託の実施 ５億３，９００万円

小学校  １６校    →    ２７校

⑩　中学校昼食事業 １億８，７００万円

教育 ○　民間業者による昼食提供の実施 １億８，２００万円

対   象    全校で実施

教育 ○　弁当持参の支援や食に関する指導の実施 ５００万円

教育 ⑪　教職員の資質向上方策の推進 ６，２００万円

教育 ⑫　授業力アップサポート事業 ７，４００万円

教育 ⑬　教員の研修、研究活動の充実 ９，３００万円

教育 ⑭　教員養成講座の充実 ３００万円

対象者を小学校教員に加え、 新 中学校教員をめざす大学生等に拡充

教育 ⑮　学校経営の支援 ４００万円
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教育 ⑯　小・中学校現場支援推進事業 １００万円

教育 ⑰　奨学費の支給 ４億６，７００万円

奨学費    月額１０，９００円 → 入学資金 ３５，０００円以内

学習資金 年額７２，０００円以内

（２２年度入学生から適用）

教育 ⑱　知的障害のある生徒の高等学校受け入れ １，０００万円

教育 ⑲　新工業高校の具体化方策の検討 １００万円

より実践的な技術を学べる工業高校の実現に向け、基本構想の具体化を検討

教育 ⑳　新商業高校の整備 １０億８，０００万円

開校予定    ２４年４月

教育 　校舎の補修など ４１億５，７００万円

教育 　小･中学校の整備など ４７億３，３００万円

（別に債務負担行為 ２２億８，９００万円 ）

老朽鉄筋校舎の改築など １０１教室

講堂兼体育館の整備 １校

総務 　公立大学法人大阪市立大学への運営費交付金など １２６億２，３００万円
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２.　　環境にやさしい、快適なまちづくり

（１）　低炭素社会の構築 ３２億　　９００万円

①　環境基本計画の推進 １，２００万円

環境 新 ○　新「大阪市環境基本計画」の策定 ８００万円

「低炭素社会の構築」、「循環型社会の形成」等の施策推進による

「環境先進都市大阪」の実現

環境 ○　身近な環境保全行動の推進など ４００万円

②　地球環境保全の推進 ２８億９，５００万円

○　地球温暖化対策の推進 ２６億６，５００万円

環境 新 ・　新「大阪市地球温暖化対策実行計画」の策定 ５００万円

温室効果ガス排出抑制のため、市民・事業者と連携した取り組みを推進

環境 ・　太陽光発電補助事業 ２億２，１００万円

補助額    住    宅    ７万円／ｋＷ  上限　２８万円

              事業所    ７万円／ｋＷ  上限１４０万円

教育など ・　公共施設への省エネルギー設備・技術の導入 ２３億１，２００万円

（別に債務負担行為 １億６，３００万円 ）

市役所・区役所・学校等への太陽光発電設備の導入、

新 市立美術館等の展示照明ＬＥＤ化等および

環境科学研究所等におけるＥＳＣＯ事業の推進

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

民間事業者による太陽光発電設備等の導入に向けた調査など
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交通 ・　省エネルギー地下鉄車両の導入など （２４億２，７００万円 ）

建設 ・　下水処理過程で発生する資源の有効利用 ３，５００万円

新 汚泥の燃料化等の事業化検討調査

環境 新 ・　電気自動車の導入など ４，１００万円
市民

電気自動車

公害パトロール車    ２台導入

咲洲地区で庁内共同利用するとともに市民への体験試乗を実施

青色防犯パトロール車    ５台導入

倍速充電スタンド    １０ヵ所設置

計画 新 ・　低炭素型交通システムの普及促進 ２，０００万円

咲洲地区等で、事業者と連携し、電気自動車カーシェアリング（１０台）の

モデル事業を実施

計画 新 ・　森之宮地区における資源・エネルギー循環型まちづくり検討調査 １，０００万円

エネルギー効率の高い環境に配慮したまちづくりに向けた調査

都整 新 ・　低炭素型住宅の供給促進方策検討調査 ３００万円

省ＣＯ２等の基準を満たす住宅認定制度の創設に向けた検討など

経済など ・　ビジネス活動グリーン化推進事業、

新 クリーンテクノロジーの創出・活用促進など （２億２，２００万円 ）

環境 ・　クールアースデー（７月７日）におけるＣＯ２削減行動の実施 ４００万円

環境 ・　「なにわエコ会議」の活動支援など ８００万円

○　ヒートアイランド対策の推進 １億３，１００万円

- 40 -



環境など ・　公共施設での緑のカーテン、カーペットづくりの推進 ７，０００万円

市役所、全区役所、小学校２６７校、中学校１１９校、保育所１２ヵ所など

教育 ・　学校運動場の芝生化 （２００万円 ）

環境 新 ・　「風の道」ビジョンの策定 ８００万円

海風を涼しいまま都心部まで誘導するための長期的なビジョン

環境・ゆとり ・　「風の道」モデル事業 ２，３００万円
・建設

長堀通において、道路への散水、樹木植栽など

環境 新 ・　ドライ型ミスト装置設置補助 ５００万円

長堀通および市内中心部の公開空地において、

ドライ型ミスト装置を設置する民間事業者等への補助

補助率    １／３　　　　上限    ５０万円

水道 ・　水道水のミスト散布によるヒートアイランド対策事業 ２，１００万円

新 ビル屋上からのミスト散布による面的冷却等調査研究など

環境 ・　打ち水実施支援事業 ４００万円

建設 ・　保水性舗装の実施 （１億円）            

ゆとり ・　民間施設への屋上緑化の推進など （３，０００万円 ）

環境 ○　ＵＮＥＰ国際環境技術センターの支援など ９，９００万円

③　自動車交通環境計画の推進 ３億　　２００万円

交通 ○　バスや業務用車両への低公害車の導入 ２億８，３００万円
環境

環境 ○　自動車交通環境対策の進捗状況の把握、普及啓発など １，９００万円
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（２）　循環型社会の形成と環境保全 ３０２億８，７００万円

（廃棄物の処理） ６３億５，９００万円

①　ごみ処理体制の充実 ４２億４，９００万円

環境 新 ○　森之宮焼却工場建替調査 １，０００万円

現工場の建替に向けた基本計画調査

環境 ○　東淀焼却工場関連施設の建設 １億５，３００万円

完成予定    ２３年２月

環境 ○　ごみ焼却工場の整備補修など ４０億８，６００万円

②　ごみ減量・リサイクルの推進 １８億５，３００万円

環境 ○　廃棄物減量等推進員と連携したごみ減量・リサイクルの推進 １，４００万円

環境 ○　資源集団回収活動の推進 ９，６００万円

各戸回収方式の　  全市実施

環境 ○　事業系廃棄物の減量および適正処理の推進 ８，１００万円

環境 ○　分別収集の推進 １３億　　５００万円

環境 ○　申告制による粗大ごみ収集 ２億４，０００万円

環境 ○　ごみ減量・リサイクルの実践に向けた働きかけの推進 １，１００万円

環境 ○　リサイクルプラザの運営、ごみ減量キャンペーンの展開など １億　　６００万円

環境 ③　フェニックス計画の推進 ７，７００万円

④　産業廃棄物対策の推進 １，５００万円

環境 ○　産業廃棄物処理規制指導 １，５００万円

環境 ○　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正処理の推進 （１，３００万円 ）

新
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環境 ⑤　河川清掃ごみ対策など １億６，５００万円
建設

（環境の保全） ２２５億６，３００万円

⑥　環境汚染の防止・都市環境の保全 ７，０００万円

環境 ○　アスベスト対策の実施 １，７００万円
計画

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など

環境 ○　ダイオキシン類対策の実施 ４，０００万円
建設

環境モニタリング調査、汚泥焼却炉排ガス等のダイオキシン類の濃度測定

環境 ○　ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の適正処理の推進 １，３００万円

新 微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等分析費用の補助

補助率    １／２　　　上限    １５,０００円

建設 ○　低騒音舗装を導入した幹線道路改修 （９，０００万円 ）

⑦　下水道における水質保全対策 ２１５億１，４００万円

（別に債務負担行為 １１２億６，５００万円 ）

建設 ○　合流式下水道の緊急改善対策の推進 ７７億２，３００万円

平成の太閤下水、住之江下水処理場雨水滞水池、

長堀抽水所雨水滞水池の建設など

建設 ○　高度処理の推進など １３７億９，１００万円

住之江下水処理場急速ろ過池の建設など
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建設 ⑧　下水道におけるアメニティ対策 ７億６，９００万円

（別に債務負担行為 １億６，２００万円 ）

下水処理場・抽水所の脱臭設備の整備など

環境 ⑨　環境影響評価（環境アセスメント）の実施 ５００万円

ゆとり ⑩　緑のリサイクル事業 ４，７００万円

環境 ⑪　環境教育の推進 １億５，８００万円

環境学習センター「生き生き地球館」の運営など

（まちの美化） １１億　　６００万円

環境 ⑫　路上喫煙対策事業 ８，０００万円

⑬　美化キャンペーンの推進 ９，４００万円

環境 ○　まち美化パートナー制度の実施 ８００万円

建設 ○　市民による違反簡易広告物除却制度の実施 ２００万円

環境 ○　美化広報、全市一斉清掃等イベントの実施 （１，８００万円 ）

環境・ゆとり ○　ボランティア清掃の推進など ８，４００万円
建設

環境 ⑭　道路清掃など ９億２，５００万円
建設

建設 ⑮　放棄自動車対策の推進 ７００万円
港湾

警察とも連携し、夜間パトロールを実施

　
（斎場・霊園の整備） ２億５，９００万円

環境 ⑯　既設斎場・霊園の整備 ２億５，９００万円
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（３）　水都大阪の再生と都市景観の形成 １５億２，５００万円

（水都大阪の再生） １２億　　１００万円

建設 ①　道頓堀川の水辺整備 １１億３，４００万円

（別に債務負担行為 １億６，９００万円 ）

潤いと憩い、にぎわいの場を創造するための水と親しめる遊歩道の整備

（大黒橋～新戎橋間など）や水辺空間利用のルールづくりの検討など

建設 ②　大黒橋の改修など （４億２，５００万円 ）

建設 ③　河川改修にあわせた環境整備 ４，１００万円

（別に債務負担行為 ３億　　４００万円 ）

④　水都大阪ブランドの確立 １，８００万円

ゆとり 新 ○　水辺のにぎわい魅力創出事業 （２，６００万円 ）

ゆとり ○　中之島公園の整備 （１，５００万円 ）

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

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 ○　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 （６，２００万円 ）

建設 ○　舟運活性化促進と情報発信事業 １，８００万円

港湾 ○　川と海をつなぐ舟運にぎわいまちづくり事業 （２，２００万円 ）
区

ゆとり ○　コミュニティ・ツーリズム推進事業 （５，７００万円 ）

計画 ⑤　魅力あるリバーフロント形成検討調査 ８００万円

堂島川、土佐堀川、安治川沿いをにぎわいのある魅力的なエリアとする方策の検討

○　大阪城　しろあかりのえ景の開催など
ゆとり ⑥　大阪城　城灯りの景の開催など （２，２００万円 ）
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建設 ⑦　平成の太閤下水の建設など （４０億５，１００万円 ）

（都市景観の形成） ３億２，４００万円

計画 ⑧　わがまちナイススポットの発見 ５００万円

市民と連携し、わがまち自慢の都市景観を発掘・登録など

計画 ⑨　景観形成方策の推進 ６００万円

建設 ⑩　正蓮寺川歩行者専用道の整備 ３億１，０００万円

建設 ⑪　電線類の地中化の推進 （１１億４，８００万円 ）
都整

計画 ⑫　主要街路沿道における建築美観誘導など ３００万円

（４）　花と緑豊かなまちづくり ７６億７，４００万円

①　公共空間の緑化の推進 ３億　　３００万円

教育 ○　学校運動場の芝生化 ２００万円

対     象    小学校　２０校    →    ２４校

補 助 額　　維持管理経費の１／２（上限    １㎡あたり１００円）　　３年間補助

ゆとり ○　地域ふれあい緑化事業、公共施設緑化の推進、街路緑化の推進、校庭緑化など
教育

２億１，２００万円

ゆとり ○　種から育てる地域の花づくり支援事業（北区ほか１８区） ５，５００万円
区

種から育てた花苗を公共空間に活用する地域住民の取り組みを支援

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

ツタ類によって土佐堀川の護岸を緑化
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ゆとり ②　民有地緑化の推進 １億９，３００万円

緑の相談、緑化リーダーの育成、建造物緑化への助成など

ゆとり ③　公園樹、街路樹の保全・育成 ７億７，３００万円

（別に債務負担行為 １億　　１００万円 ）

④　レクリエーションを楽しむ大公園の整備 ２４億　　１００万円

ゆとり ○　中之島公園の整備 １，５００万円

ゆとり ○　天王寺動植物公園の整備 １億２，６００万円

ゆとり ○　花の万博記念公園としての鶴見緑地の整備 ２億１，５００万円

駅前エリア事業予定者の選定、草花装飾など

ゆとり ○　毛馬桜之宮公園の整備 １，３００万円

ゆとり ○　大阪城公園の整備など ２０億３，２００万円

⑤　市民に身近な公園の整備 ４０億　　４００万円

ゆとり ○　みんなのわくわく公園づくり    ３ヵ所 １，０００万円

ゆとり ○　正蓮寺川公園整備 ４億８，４００万円

ゆとり ○　公園再生活性化事業 ６億１，８００万円

ゆとり ○　障害者や高齢者にも配慮した公園便所の整備 ４，４００万円

新　　設　　２棟　　　建　　替　　１棟

ゆとり ○　公園砂場の安全衛生対策 ２００万円

ゆとり ○　街区公園等の造成と用地買収 ２８億４，６００万円
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（５）　快適で便利な住環境づくり ９４５億４，２００万円

①　新婚・子育て層の市内居住の促進 ５２億７，４００万円

都整 ○　子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給の拡充 １億８，３００万円

（別に債務負担行為 ２億２，３００万円 ）

住宅ローン利率の要件を緩和し、補給期間を延長

住宅ローン利率 年１．８％以上 → 新 年１．０％超

補給期間 ３年 → 新 ５年

都整 ○　子育て安心マンション認定制度 ４００万円

都整 ○　子育て支援等公社ストック活用制度

都整 ○　民間分譲マンション購入融資利子補給 ８００万円

都整 ○　新婚世帯に対する家賃補助 ５０億７，９００万円

対象世帯数 ２９，４１０世帯

補助限度額 当初３年間 月額１５，０００円

４年～６年 月額２０，０００円

○　市営住宅別枠募集

都整 ・　新婚世帯向け １５０戸

都整 ・　子育て世帯向け １５０戸

都整 ②　民間住宅整備の促進 ９３億４，３００万円

優良賃貸住宅建設資金融資など

③　密集住宅市街地等における住環境の整備 ３５億９，７００万円

○　密集住宅市街地整備等の推進 ２６億６，１００万円
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（別に債務負担行為 ２億１，１００万円 ）

都整 ・　民間老朽住宅建替支援事業

都整 ・　地域の活力を引き出すまちかど広場づくり

都整 ・　狭あい道路の拡幅促進整備

新 セットバック部分にある支障物の撤去費等に対する補助

補助率    ２／３

都整 ・　主要生活道路不燃化促進整備事業

新 セットバック部分にある支障物の撤去費等に対する補助

補助率    １／２

都整 ・　老朽木造住宅等の更新と関連公共施設の整備
建設

生野区南部地区、西成区など

都整 ・　密集住宅市街地の整備方策検討調査

建設・都整 ○　住宅建設と調和のとれた道路、公園の整備 ９億３，６００万円
ゆとり

（別に債務負担行為 ２億８，３００万円 ）

④　中堅層の市内居住の促進 ５０８億２，３００万円

都整 ○　中堅層向け住宅建設の推進 ４４９億８，７００万円

（別に債務負担行為 １０億６，５００万円 ）

子育て支援等公社ストック活用制度など

都整 ○　マンション購入資金融資 ５８億３，６００万円

⑤　市営住宅の建設と整備など ２４９億１，０００万円

多様な居住ニーズに対応し、多くの市民に支持される
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「市民住宅」への再編に向けた整備

○　市営住宅の更新 １６１億円              

（別に債務負担行為 ８３億５，９００万円 ）

「市営住宅ストック総合活用計画」の推進

都整 ・　市営住宅の建替    １，０００戸

都整 ・　団地再生モデルプロジェクトの実施

「市民住宅」への再編の一環として、民間住宅供給や生活利便施設の導入など

都整 ・　住戸改善および既存中層住宅エレベーター設置

都整 ・　市営住宅の耐震化

２７年度までに耐震化率９０％の実現をはかる

改修工事 １３棟 実施設計 ４１棟 基本設計 ７０棟 

都整 ○　市営住宅の補修 ８６億４，０００万円

都整 ○　市営住宅の駐車場整備 （１億４，５００万円 ）

都整 ○　市営住宅使用料の滞納整理強化 １億７，０００万円

退去者にかかる滞納家賃徴収業務の弁護士法人等への委託など

都整 ○　地域の防犯活動の支援に向けた市営住宅空き住戸等の活用 （３００万円 ）

都整 ⑥　住まい情報センター事業 ４億７，１００万円

⑦　地域特性を活かした魅力ある居住地づくりの推進 １億２，０００万円

都整 ○　ＨＯＰＥゾーン事業 ９，６００万円

平野郷地区、住吉大社周辺地区、空堀地区、船場地区、天満地区、田辺地区

都整 ○　マイルドＨＯＰＥゾーン事業 ２，４００万円
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上町台地リーディングエリアにおいて地域魅力を高めるポイントとなる

四天王寺・夕陽丘エリアの重点的・集中的な修景整備など

都整 ⑧　防犯カメラ設置費補助（町会・マンション管理組合・駐車場事業者等） （１億円）            

都整 新 ⑨　低炭素型住宅の供給促進方策検討調査 （３００万円 ）

計画 ⑩　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）　ひとにやさしいまちづくりの推進 １１億６，９００万円

①　「交通バリアフリー」のまちづくりの推進 １億５，０００万円

建設 ○　主要なターミナル周辺における道路のバリアフリー化 １億４，０００万円

計画 ○　都市交通政策立案のための調査 １，０００万円

②　本市建築物の整備 ５億９，５００万円

教育など ○　学校、保育所等にエレベーター、階段手すりの設置など ５億９，５００万円

都整 ○　既存市営住宅の改善 （５億２，４００万円 ）

中層住宅へのエレベーター設置

③　道路、公園の整備 １億２，４００万円

建設 ○　歩道の段差解消、誘導ブロックの設置など ７，６００万円

ゆとり ○　公園の入口の改造 ４，８００万円

ゆとり ○　障害者や高齢者にも配慮した公園便所の整備 （４，４００万円 ）

建設 ④　放置自転車対策の強化 （１６億３，５００万円 ）
区など
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⑤　公共交通機関における移動の確保 ２億９，７００万円

健福 ○　鉄道駅舎エレベーター等設置助成 ２億９，７００万円

新    規    １１基        継    続    ５基

○　「市営交通バリアフリー計画」の推進 （４３億３，１００万円 ）

交通 ・　地下鉄駅舎エレベーターの設置 １１基

交通 ・　ノンステップバスの購入 ２５両

交通 ・　地下鉄車両の車いすスペース、案内表示の整備など

交通 ○　地下鉄駅舎可動式ホーム柵の設置など （１７億１，７００万円 ）

計画 新 ○　民間鉄道駅舎可動式ホーム柵設置助成 （１億　　３００万円 ）

健福 ⑥　市民啓発事業等の推進 ３００万円

「わがまちのやさしさ発見」レポートの募集など

（７）　まちの再開発と区画整理 １０２億８，５００万円

都整 ①　阿倍野地区再開発事業 ５３億２，９００万円

再開発ビル（Ａ２棟等）・歩道橋の建設など

都整 ②　民間市街地再開発事業の推進 ２億　　５００万円

茶屋町東地区

③　大阪駅北地区の整備推進 （６，５００万円 ）

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 ）

- 52 -



計画 ④　湊町地区（ルネッサなんば）の開発 ４億４，１００万円

大阪シティエアターミナル（ＯＣＡＴ）ビルの公的施設管理運営補助

計画 ⑤　岩崎橋地区の開発 １億２，４００万円

大阪ドーム（京セラドーム大阪）の公的施設管理運営補助など

都整 ⑥　土地区画整理事業の推進 ４１億４，１００万円

（別に債務負担行為 ３億１，０００万円 ）

長吉東部地区、淡路駅周辺地区、三国東地区など

計画 ⑦　拠点地区開発計画策定調査 １，８００万円

計画 ⑧　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

（８）　都市交通網の整備 ５１７億２，６００万円

計画 ①　大阪外環状線の建設促進 ８億５，３００万円

計画 ②　都市交通政策立案のための調査 （１，０００万円 ）

③　地下鉄・ニュートラムの設備充実 ４０４億１，９００万円

交通 ○　エレベーターの整備 ２９億３，８００万円

（別に債務負担行為 ４億３，０００万円 ）

大日駅、心斎橋駅等８駅１１基設置（１３３駅全駅でワンルート整備完了）

交通 ○　可動式ホーム柵の設置 １６億８，２００万円

（別に債務負担行為 ８億７，０００万円 ）

完了予定 長堀鶴見緑地線 （市域内 ２２年度
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千日前線 ２６年度

交通 ○　可動式ホーム柵の御堂筋線への導入に向けた調査 ３，５００万円

交通 ○　車両の整備 ６３億４，６００万円

（別に債務負担行為 ４２億円 )            

車両更新 １２両

車内案内表示装置の設置 ７４両

車両に車いすスペースを整備 １８両

○　駅施設の整備など ２９４億１，８００万円

（別に債務負担行為 １５８億１，０００万円 ）

交通 ・　地下鉄における火災対策設備の整備

交通 ・　駅改装等の施設整備 南港口駅など

交通 新 ・　自動定期券発行機の導入

自動券売機の更新に合わせ、定期券発行機能付き券売機

（クレジットカード対応）を導入

導入予定   　２３～２５年度

交通 ・　車両工場の一元化

④　乗りやすいバスへの改善 １４億８，９００万円

交通 ○　車両の購入 ７億４，９００万円

ノンステップバス ２５両

うちハイブリッドノンステップバス ３両

交通 ○　東成営業所の建替 ５億　　５００万円
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完成予定    ２２年８月

交通 ○　バスロケーションシステムの更新など ２億３，５００万円

交通 新 ⑤　ＯＳＡＫＡ　ＰｉＴａＰａメールマガジンの配信 ５００万円

市営交通の利用促進をはかるため、会員へメールマガジンを配信

配信予定　　２３年度

⑥　バス事業への財政支援 ７２億７，０００万円

交通 新 ○　地下鉄事業からバス事業への繰出 ３７億２，９００万円

「地下鉄・バス乗継割引」、「フィーダー系運営欠損」、「一般会計分担金」相当額

交通 新 ○　地下鉄事業からバス事業への長期貸付 ３５億４，１００万円

バス事業の企業債元金償還の平準化をはかるため、償還金の一部を貸付

計画 新 ⑦　民間鉄道駅舎可動式ホーム柵設置助成　　　　１駅 １億　　３００万円

計画 ⑧　コミュニティ系バス運営費補助 １５億８，７００万円

（９）　道路・橋梁の整備と駐車対策 ２７７億３，０００万円

①　幹線道路、主要橋梁の整備 １６１億６，４００万円

（別に債務負担行為 ４億３，０００万円 ）

○　幹線道路の整備推進 １０７億６，５００万円

建設 ・　重点整備路線

都市計画道路を重点的に整備し、２４年度までに供用開始をはかる

難波片江線など６路線

建設 ・　淀川左岸線２期の整備
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建設 ・　天王寺大和川線、阪急京都線・千里線付属街路など

建設 ○　緊急ボトルネック対策 ６，０００万円

建設 ○　主要橋梁の整備 １０億　　１００万円

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、

下高野橋の架替など

建設 ○　舗装道の整備、鋼橋塗装など ４３億３，８００万円

低騒音舗装を導入した幹線道路改修、効率的な維持管理計画の策定調査

建設 ○　温度低減効果のある舗装の効果検証 （８００万円 ）

②　鉄道との立体交差 ３３億８，５００万円

建設 ○　阪急京都線・千里線    　南方～上新庄、淀川～吹田間 ３３億３，５００万円

建設 ○　ＪＲ東海道線支線の地下化等の検討調査 ５，０００万円

③　生活道路と交通安全施設の整備 ４２億４，５００万円

（別に債務負担行為 １１億９，８００万円 ）

建設 ○　道路照明灯の整備 １０億４，４００万円

建設 ○　生活道路の舗装新設、道路改良など ２６億４，３００万円

建設 ○　保水性舗装の実施 １億円              

建設 ○　地下道および自転車駐車場等における防犯設備の整備 １億円              

建設 ○　歩道、道路標識等交通安全施設の整備など ３億１，８００万円

建設 ○　あんしん歩行エリアの整備、事故危険箇所対策 ４，０００万円

④　放置自転車対策の強化 １６億３，５００万円

建設 ○　有料自転車駐車場の管理 ９６駅 → ９８駅
港湾
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建設 ○　放置禁止区域の指定 １２８駅

建設 ○　自転車駐車場の整備 新設３駅    増設４駅

○　キタ・ミナミにおける市民協働手法による放置自転車対策

建設 ・　自転車駐車場を整備して禁止区域を拡大

整備台数 キタ ２，０００台 ミナミ １，２００台

建設 ・　市民協働で啓発と撤去を実施

建設 ○　市民協働による放置自転車対策推進のための啓発指導員の配置

建設 ○　自転車利用適正化事業「トライアルプラン」（東成区ほか１８区）
区

市民と協働し、放置自転車対策として現地において啓発・指導を実施

建設 ○　自転車適正利用啓発の推進

新 自転車の適正な利用をテーマとする児童絵画を活用し、

自転車放置禁止シールとして路面に貼付

建設 新 ○　放置自転車防犯登録照会システムのオンライン化

大阪府警とのオンライン化により、保管期間の短縮や撤去を強化

計画 ⑤　高速道路の整備 ２１億３，２００万円

淀川左岸線１期等の建設など

⑥　公的駐車場の整備 （３億５，１００万円 ）

建設 ○　道路公社経営健全化の推進 （３億４，５００万円 ）

駐車場建設資金償還に伴う資金借入金の利子補給

建設 ○　観光バスの乗降にかかる実態調査など （６００万円 ）
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都整 ⑦　市営住宅の駐車場整備 １億４，５００万円

（別に債務負担行為 ６，７００万円 ）

整備台数    約７２０台

⑧　広報・啓発活動の強化 ２，０００万円

市民 ○　交通安全運動の推進 ６００万円
区

計画 ○　めいわく駐車防止条例による啓発活動など ９００万円
区

計画 ○　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り組みを実施

計画 ⑨　総合的な駐車施策に関する調査 ４００万円

（１０）　上水道の整備 ２０８億１，８００万円

水道 ①　浄水施設整備事業 ４５億７，７００万円

（別に債務負担行為 ９４億　　５００万円 ）

浄配水場施設の計画的な更新・耐震化や先進技術の導入等による

信頼性の高い浄配水場システムの構築

水道 ②　配水管整備事業 １１０億５，２００万円

（別に債務負担行為 １０６億２，２００万円 ）

経年管路の戦略的な更新・送配水幹線のネットワーク化等による

信頼性の高いライフラインシステムの構築
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水道 ③　給水装置整備事業 ５１億８，９００万円

給水管の布設替等による鉛製給水管の撤去および漏水・出水不良の解消

水道 新 ④　事業所の統合・再編 （４，４００万円 ）

８営業所、４水道工事センターの統合・再編に向けた基本計画調査
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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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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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Ⅲ　　地域とのパートナーの視点に立った市政改革　～行政の無駄排除と透明性の確保～

１.　　市政改革の推進

①　改革の推進・強化 ２，３００万円

改革 ○　新たな市政改革基本方針の策定 ８００万円

「地域から市政を変える」観点から、事務事業の総点検等を活用した

施策・事業の再構築、効率的な行財政基盤の確立

策定予定    ２３年３月

改革 ○　事業仕分けの実施 ４００万円

改革 ○　市政改革の進捗管理・指導 １，１００万円

市政改革基本方針の計画期間の 終年度としての取り組み成果の総括など

②　資産の流動化 ９３億９，７００万円

都整 ○　市設建築物のファシリティマネジメントの推進 ５００万円

ストックの有効活用をはかるため、施設の複合化・一元化や用途転用等による

再編整備の具体的実施に向けた検討調査

契約 ○　未利用地の処分や転活用に向けた検討調査など １，５００万円

契約 ○　市有地の効率的な処分の実施 ２，７００万円

契約 ○　土地開発公社経営健全化の推進 ９３億５，０００万円

区・市民 ③　人材の弾力的運用 （１，４００万円 ）
総務

地域安全対策事業等に技能職員を活用した効率的な業務執行体制の確保

④　歳入確保に向けた取り組みの強化 ３億２，１００万円

ゆとり ○　歳入確保に向けた公募の推進
交通など
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公園の売店や駐車場等の運営事業者を公募により選定など

財政 ○　大阪市債権回収対策会議の運営

財政 ○　市債権回収特別チームにおける債権回収 １，９００万円

各局で対応困難となっている高額事案等の未収債権を集約し、

短期間で集中的に回収

徴収目標額（２０～２２年度までの３年間）　　　４億円　→   ４億７，０００万円

財政 ○　民間債権回収会社による納税催告の実施 １億８，８００万円

健福 ○　国民健康保険料収納対策 （４億１，３００万円 ）

健福 ○　後期高齢者医療保険料収納対策 （３，８００万円 ）

健福 ○　介護保険料徴収体制の強化 （５，５００万円 ）

健福 ○　生活保護費返還金徴収体制の強化 （１，９００万円 ）

新 嘱託職員の活用により債権管理事務を適正化

こども ○　保育所保育料等徴収体制の強化 ９，７００万円

新 民間債権回収会社による徴収の実施など

都整 ○　市営住宅使用料の滞納整理強化 （１億７，０００万円 ）

病院 ○　市民病院未収金の回収に向けた取り組み強化 １，７００万円

過年度未収金徴収業務の弁護士法人への委託など

⑤　業務プロセスの改善 １５億３，１００万円

総務 ○　総務事務センターの運営など ９億４，７００万円

情報 ○　大阪市総合コールセンターの運営 （１億６，６００万円 ）

新 ○　事業所の統合・再編 ７，０００万円
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建設 ・　７工営所、河川管理事務所、８下水道センターの統合・再編に向けた準備

２，６００万円

水道 ・　８営業所、４水道工事センターの統合・再編に向けた基本計画調査 ４，４００万円

○　ＩＴの活用による業務プロセスの改善 [２５億１，１００万円 ]

会計など 新 ・　財務会計システム等会計システムの再構築 ５億１，４００万円

建設 ・　下水道総合情報システムの再構築など （６，５００万円 ）

市民など ・　戸籍情報システムの全面稼動など （１９億３，２００万円 ）

⑥　経営形態の見直し ８億３，０００万円

ゆとり 新 ○　（財）大阪城ホールの株式会社化 ８億円              

２３年４月の移行に向け新会社を設立（２２年１０月予定）

港湾 新 ○　（財）大阪港埠頭公社の株式会社化 ３，０００万円

２３年４月の移行に向け新会社を設立（２２年１０月予定）

建設 ⑦　道路公社経営健全化の推進 ３億４，５００万円

駐車場建設資金償還に伴う資金借入金の利子補給

⑧　民間委託等の推進 ３億２，３００万円

ゆとり 新 ○　市立美術館への指定管理者制度の導入 ２億４，１００万円

こども ○　公立保育所民間委託の実施 （２５億４，７００万円 ）

教育 新 ○　校園逓送業務の一部民間委託の実施 ８，２００万円

搬送業務を民間委託化

教育 ○　図書館の効率的な運営 （６億５，０００万円 ）

教育 ○　学校給食調理業務民間委託の実施 （５億３，９００万円 ）
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２.　　情報公開の充実

①　広報・広聴機能の充実 １１億  　１００万円

区 ○　「なにわ元気アップ会議」の開催 （２００万円 ）
情報

情報 ○　市政だよりの発行等、各種媒体を活用した戦略的な市政情報の発信 ５億３，３００万円
市民など

情報 ○　統一性・即時性を高めたホームページの運用 ３，４００万円
総務

計画 ○　統合型ＧＩＳの運用 （５，０００万円 ）

情報 ○　大阪市総合コールセンターの運営 １億６，６００万円

水道 ○　水道局お客さまセンターの運営 ３億  　５００万円

市民 ○　広聴相談活動の充実など ６，３００万円

②　公正確保の仕組みづくり ３億４，７００万円

情報 ○　リーガルサポーターズ（弁護士相談）制度の活用 ６００万円

弁護士による法的な助言により職員の適正な職務執行を確保

情報 ○　「大阪市公正職務審査委員会」の運営 ３００万円

契約 ○　電子入札の利用促進 ３億３，８００万円

入札契約制度の改革推進に向けた電子入札システム改修など
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