
Ⅰ　 大阪経済の活性化　～成長戦略の実行による関西経済への貢献～

１.　　文化・観光による都市魅力の創造

（１）　観光集客力の向上 １１億１，９００万円

「もっと、もっと大阪に！」をキーワードに、関西の他都市と連携しつつ、

アジアからの訪日観光客を主要なターゲットとしてまちの魅力を高め、

２０２０年初めまでに市内での外国人の延べ宿泊者数６９０万人をめざす

①　関西の都市や経済団体との連携強化 ６，２００万円

ゆとり 新 ○　関西観光戦略会議の立ち上げ

関西全体で連携して観光施策に取り組むための政令指定都市の市長と

平成２３年度主要事業の概要

商工会議所会頭によるトップ会議

ゆとり 新 ○　中国・アジアからの観光客誘致強化事業 ４，６００万円

中国・アジア主要都市への広告展開やトッププロモーションを実施

ゆとり 新 ○　（仮称）関西メガセール推進事業 １，０００万円
経済

中国の旧正月の時期等に他都市、民間事業者とも連携し、

関西への外国人観光客の商業施設等への受け入れを促進

ゆとり ○　「三都物語」コーディネート事業など ６００万円

②　プロモーションの強化 ２億７，９００万円

港湾 新 ○　クルーズ客船によるインバウンド誘致 １，５００万円

クルーズ客船の誘致および観光案内や歓迎行事など受け入れ体制の充実
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港湾 新 ○　クルーズ客船誘致に向けたインセンティブの導入

入港料 １００％免除

岸壁使用料 １２時間までの使用料 ５０％減免

１２時間から２４時間までの使用料 １００％免除

政策 新 ○　留学生との連携拡大および留学生ＯＢによる起業の支援事業 （１，６００万円 ）

ゆとり ○　アジア観光都市連携事業など ２億６，４００万円

交通 新 ○　他の交通事業者との共同ＰＲ等の展開など （８，１００万円 ）

③　ホスピタリティの強化 ２億９，５００万円

ゆとり ○　観光バスの乗降場等の利便性向上事業 ２，４００万円
建設

新 案内人による観光案内とともに円滑な誘導により、周遊性を向上

ゆとり 新 ○　来阪外国人等の受入環境整備 １億１，４００万円
建設

外国人観光客に対応するため、観光案内板や歩行者案内標識などを充実

地下鉄駅構内  ６０ヵ所    河川  ２０ヵ所　　歩行者案内標識  ２００ヵ所

経済 新 ○　商店街等における外国人観光客受入促進事業 ２，４００万円

多言語による「案内モニター」等により、食事やショッピングが

快適にできる環境づくりを支援

交通 新 ○　多言語案内コーナー（ｉコーナー）の設置など （４００万円 ）

ゆとり ○　ビジターズインフォメーションセンターの運営など １億３，３００万円

④　エリアの魅力充実 ３億９，５００万円

（海の御堂筋・水と光の回廊エリア） ２億４，１００万円

ゆとり ○　近代美術館整備事業 （３，３００万円 ）

ゆとり ○　ＯＳＡＫＡ光のルネサンスの開催 １億円              
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ゆとり ○　水辺のにぎわい魅力創出事業 ２，６００万円

ゆとり ○　「泉布観地区」の再生・活用事業 ８，３００万円

総事業費　１億１，９００万円 完成予定　２４年春

区 ○　川と海をつなぐ舟運にぎわいまちづくり事業 １，２００万円

港湾 新 ○　水上アクセス魅力向上事業 １，０００万円

鉄道および舟運等民間事業者と協働で「（仮称）水上アクセス

魅力向上委員会」を設置し、多彩なメニューを提供

港湾 新 ○　築港地区活性化計画の策定 １，０００万円

集客施設の活性化や施設間の回遊性を向上させる方策を検討

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 （４億　　２００万円 ）

（御堂筋エリア） ６，１００万円

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 １，１００万円

（大阪城・難波宮エリア） ５，３００万円

ゆとり 新 ○　観光拠点として、魅力ある大阪城公園の再整備 ３，３００万円

観光特区指定の申請や豊かな歴史文化を活かす調査など

　　　　　　しろあか　　　　 え

ゆとり ○　大阪城　城灯りの景の開催など ２，０００万円

経済 ○　大阪あきない祭り事業 （２，０００万円 ）

（天王寺動植物公園を核としたエリア） ４，０００万円

ゆとり 新 ○　天王寺動植物公園の魅力創出に向けての再整備 ４，０００万円

天王寺側から動物園へのゲート設置等の実施設計および
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効果的な管理・運営手法等の調査など

区 新 ○　「新世界＆天王寺動物園百年祭」支援事業 （５００万円 ）

新世界界隈の地域イベント（２３～２７年）を支援

⑤　多様な魅力や資源を活かした観光メニューへの取り組み ８，８００万円

ゆとり ○　コミュニティ・ツーリズム推進事業など ６，３００万円

政策 ○新 国際医療交流の推進および関連産業の活性化など （１，５００万円 ）
経済

都整 新 ○　（仮称）まちなみ資源の再生・活用事業 （１，２００万円 ）

ゆとり 開 ○　第１回大阪マラソン～ＯＳＡＫＡ　ＭＡＲＡＴＨＯＮ２０１１～ （１億円）            

ゆとり 開 ○　大阪市長杯２０１１世界スーパージュニアテニス選手権大会 （２，１００万円 ）

ゆとり ○新 観光資源開発調査など ２，５００万円

中央卸売市場周辺、難波宮跡地等の活用について検討など

（２）　文化・芸術の振興 ６７億５，０００万円

①　市民の芸術文化活動の支援 ８，９００万円

ゆとり ○　第一級の芸術にふれる機会の充実 ４，５００万円

ゆとり ○　創造を楽しむ元気な地域づくりの推進 ２，４００万円

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 ○　青少年のアートリテラシー向上事業 ２，０００万円

小・中学生が文楽・歌舞伎等の芸術にふれ合う機会を提供

②　新進芸術家の支援育成 ２億２，８００万円

ゆとり ○　文化創造拠点ネットワークの形成 ７，７００万円
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芸術創造館や中央公会堂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 ○　新進芸術家プロモート事業 ４，４００万円

若手芸術家の発掘・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 ○　映像文化振興事業 ３，６００万円

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

ゆとり ○　舞台芸術活動振興事業 ２，０００万円

③　大阪の芸術文化ブランドの強化と発信 ２億４，０００万円

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

ゆとり ○　「咲くやこの花賞」等芸術・文化の奨励 ９００万円

ゆとり ○　文楽協会、大阪フィルハーモニー協会等への助成 １億６，８００万円

ゆとり ④　博物館群の総合力を活かした魅力向上 １億６，９００万円

博物館群の連携によるミュージアムウィークス大阪等の開催、館蔵品の充実など

⑤　近代美術館整備計画の推進 １億４，３００万円

ゆとり ○　近代美術館建設基本計画の策定 ３，１００万円

ゆとり ○　整備に向けた気運の醸成 ２００万円

著名アーティストと協働した募金箱による寄付の呼びかけ、

新 （仮称）サイバー美術館の展開などホームページ上での
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ゆとり ○新 国立国際美術館との協働による近美コレクションの特別公開など １億１，０００万円

開催期間　　２３年１０月１日～１２月１１日

⑥　文化遺産の保存整備 ５８億８，０００万円

ゆとり ○　「泉布観地区」の再生・活用事業 （８，３００万円 ）

ゆとり ○　難波宮跡保存整備、指定文化財保存助成など ５８億４，０００万円
教育

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 ４，０００万円

教育 ⑦　大阪の歴史再発見事業 １００万円
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