
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 ３０億５，３００万円

①　産学官連携等による新産業の創出 ４億２，６００万円

経済 新 ○　成長産業チャレンジ支援事業 １億５，０００万円

成長産業に挑戦する中小企業に対し、新技術・製品の研究開発等にかかる経費の

一部を助成および専任コーディネーターを配置し事業化を支援

事業可能性検証段階 補助率　１／２　　上限　２，２００万円

研究開発段階 補助率　１／２　　上限　３，０００万円

試験的導入段階 補助率　１／２　　上限　１，０００万円

経済 ○　大企業ニーズに対応したサプライヤー機能強化事業 ８００万円

成長産業分野において中小企業と大手企業の合同研究会等により

取引関係構築の機会を提供し、中小企業の事業拡大を支援築

○　次世代ロボット国際ネットワーク形成事業 ２，９００万円

経済 ・　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 ２，４００万円

経済 新 ・　パリ市との民間人材交流事業 ５００万円

若手研究者２名を相互に派遣し、共同研究等を実施

経済 ○　ロボットビジネス創出拠点形成事業 １億２，４００万円

市場化に向けた製品開発支援、「世界ものづくりサミット」の開催など

環境 新 ○　スマートコミュニティ実証事業 （６，７００万円 ）
経済

経済 ○　ビジネス活動グリーン化推進事業 ２，３００万円

中小企業の省エネ促進のための相談やマッチングなど

経済 ○　健康・予防医療産業創出事業 ４，２００万円
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「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

港湾 ○　舞洲地区の活性化 （５００万円 ）

新 健康・スポーツ分野の実証フィールドとしての活用方策を検討

経済 ○　「おおさかナレッジ・フロンティア推進機構」の運営 ３，５００万円

建設・環境 新 ○　水・環境技術の海外プロモーション １，５００万円
水道など

官民連携により（仮称）大阪市　水・環境技術海外展開推進機構を設立し、

ケーススタディやプロモーション、現地調査など受託支援活動の実施

②　新産業の育成・振興 １８億８，５００万円

○　クリエイティブ産業創出・育成支援事業 １億５，５００万円

経済 新 ・　御堂筋デザインストリートの形成 ２，８００万円
計画

御堂筋のブランド力の向上に向けた検討とデザインイベントによる

ムーブメントづくり

経済 新 ・　パリ市との民間人材交流事業 ７００万円

若手デザイナー３名を相互に派遣し、情報交換等を実施

経済 ・　クリエイティブネットワークセンター大阪の運営など １億２，０００万円

経済 ○　インキュベーション事業の推進 ６億５，１００万円

ソフト産業プラザ、大阪デザイン振興プラザの運営など

○　見本市産業の育成 ２億５，９００万円

経済 新 ・　インテックス大阪の機能強化事業 ２億５，９００万円

Ｓｉｂｏｓ２０１２大阪開催に合わせた機能強化 ２億４，７００万円

世界規模の金融フォーラムであるＳｉｂｏｓの会場となるインテックス大阪を

国際水準に整備など
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見本市産業振興にかかる検討調査 １，２００万円

見本市産業の育成と見本市誘致機能の 大化に向けた

株式会社による運営手法のあり方を検討

経済 新 ・　海外バイヤーを大阪に呼び込み、中小企業と直接商談できる

　　展示会を開催 （６００万円 ）

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

政策 新 ○　国際医療交流の推進および関連産業の活性化 ５００万円

医療技術を活かした民間主導によるビジネスモデルの構築、海外からの

患者受け入れについての課題解決をはかるセミナーの開催など

計画 ③　オープン・イノベーション拠点の形成 （１億４，９００万円 ）

④　大阪産業創造館事業 ６億　　９００万円

経済 新 ○　金融機関と連携した連続型商談会の開催 １，１００万円

開催予定    ２３年７月～１２月

経済 ○　創業支援事業、新事業創出・経営革新支援事業など ５億９，８００万円

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 １億３，３００万円

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

（２）　都市再生・プロモーションの推進 ［２８億９，６００万円 ］

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
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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 ［３億２，２００万円 ］

政策 ○　「環境」、「観光」等をテーマとしたトッププロモーションの実施 ２，６００万円

ゆとり 新 ○　中国・アジアからの観光客誘致強化事業など （５，６００万円 ）
経済

建設・環境 新 ○　水・環境技術の海外プロモーション （１，５００万円 ）
水道など

政策 ○　海外における情報発信と交流の推進など １億７，５００万円

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 １６億２，５００万円

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 ３億３，０００万円

政策 新 ○　臨海部への企業誘致プロモーション ２，９００万円

ビジネス誌への広告掲載や首都圏等での投資環境セミナー等を短期集中的に実施

政策 新 ○　企業誘致にかかる効果的なインセンティブ等のあり方調査 ４００万円

「環境・エネルギー」、「健康・医療」等重点戦略分野の企業誘致を効果的に

推進するための新たなインセンティブ制度を構築

政策 ○　企業等立地促進助成 ７億　　５００万円

港湾 ○　咲洲コスモスクエア地区立地促進助成 ５億４，２００万円

計画 ○　成長戦略拠点特区の実現 １，５００万円

大阪駅周辺地区と夢洲・咲洲地区の国際戦略総合特区および

特定都市再生緊急整備地域の指定に向けた調査など

政策 ③　外国人就業者に対する良好な環境づくり （２億１，５００万円 ）
情報
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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

（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 ６，６００万円

⑤　優れたポテンシャルを基盤とする人材育成・活用・交流 ［５，８００万円 ］

計画 ○　大学と連携した人材育成中核拠点の運営 ２，５００万円

政策 新 ○　人材育成機関との連携によるまちづくり事業 ５００万円

まちの活性化に向け、専門学校等と地域・行政が連携・協働した取り組みを推進

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

留学生との協働を進めるための交流プラットフォームの構築や

起業支援による国際人材の定着促進

経済 新 ○　パリ市との民間人材交流事業 （１，２００万円 ）

ロボット分野およびデザイン分野において、研究機関・企業の

若手研究者等を相互に派遣

（大阪駅周辺地区）

先進的な人材や企業が集まり、新しい価値を創造し、関西・日本の成長を牽引

⑥　「知の集積」エリアの形成 ［４億２，８００万円 ］

計画 ○　オープン・イノベーション拠点の形成 １億４，９００万円

産学官の連携による、新たな価値や技術を創造する拠点の開設に向け、

開設準備室を設置し、新 研究成果の実用性検証の支援等

先行プロジェクトを実施
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経済 ○　次世代ロボット国際ネットワーク形成事業 （２，９００万円 ）

経済 ○　ロボットビジネス創出拠点形成事業 （１億２，４００万円 ）

計画 新 ○　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

国際市場において、優位な立場でビジネスが展開できるよう

官民の役割分担や国際的な連携・協力のあり方を検討

計画 新 ○　先行開発区域のエリアマネジメント支援事業 ６００万円

公共空間の管理運営や景観等のマネジメントに関する

基本計画の策定に対する支援

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 １，２００万円

建設 ○　ＪＲ東海道線支線の地下化　　豊崎～福島間 （１億円）            

計画 ○　大阪駅北地区まちづくり推進協議会による民間投資の促進 １００万円

（御堂筋周辺地区）

地域主権の象徴として国からの早期移管を実現し、知恵と創意、

熱意をもった人たちが集まる拠点の形成

⑦　御堂筋のブランド力の向上 ［１億８，２００万円 ］

建設 新 ○　御堂筋における歩行者と自転車が共存できる空間づくり ２，５００万円

御堂筋のブランド力の向上と、喫緊の課題である歩行者の安全性確保に向けて、

自転車を押し歩いてもらう社会実験を実施

経済 ○新 御堂筋デザインストリートの形成など （１億５，７００万円 ）
計画など

（３）　臨海部のまちづくり [１７１億５，１００万円 ］

（臨海地域の活性化） [１３５億１，７００万円 ］
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①　国際コンテナ戦略港湾の実現 ２１億５，５００万円

港湾 新 ○　モーダルシフト助成 ８，０００万円

コンテナ貨物の内航船・フェリー等を用いた海上輸送へのシフト等に対する助成

補助額    １ＴＥＵ当り    ２，０００円

港湾 新 ○　インランドポート事業化調査 ２００万円

日本海側からコンテナ貨物を集荷するため、民間活力の活用による

拠点整備手法等の検討

港湾 新 ○　阪神港の連携の推進 ７００万円

（仮称）阪神港事務局を設置し、セミナーの開催およびマーケティング調査を実施

港湾 新 ○　入港料等インセンティブの導入

大型コンテナ船の４万総トンを超える入港料を減免など

港湾 ○　主航路浚渫 １０億３，２００万円

基幹航路の維持強化のため、適正な水深および幅員を確保

水深    －１４ｍ  →  －１５ｍ      幅員    ３５０ｍ  →  ４００ｍ

完成予定    ２５年度

港湾 新 ○　夢洲コンテナターミナル周辺道路のコンテナ車両滞留対策 ４，８００万円

車両の滞留を解消するため待機場を整備

港湾 ○　夢洲コンテナターミナル株式会社への貸付 ９億８，６００万円

②　咲洲地区等の活性化 ［５０億１，１００万円 ］

○　咲洲地区内の環境改善・交通アクセスの改善 ４億５，８００万円

港湾 ・　咲洲コンテナ埠頭の再編強化 ３億４，１００万円
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Ｒ岸壁のフェリー対応化、Ｃ６・７岸壁の多目的埠頭化に向けた整備および

咲洲コスモスクエア地区周辺道路のコンテナ車両滞留対策

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 ５，８００万円

港湾 ・　咲洲防災機能強化のための施設整備など ５，９００万円

○　咲洲・夢洲地区への企業誘致、産業振興の推進 [１６億６，７００万円 ］

政策 新 ・　臨海部への企業誘致プロモーションなど （３，３００万円 ）

計画 ・　成長戦略拠点特区の実現 （１，５００万円 ）

港湾 ・　咲洲コスモスクエア地区立地促進助成 （５億４，２００万円 ）

港湾 ・　夢洲先行開発地区の基盤整備 １０億７，７００万円

水道など ○　咲洲地区活性化等のための市部局の移転・整備 ２５億３，２００万円

計画 新 ○　咲洲地区の開発促進に向けたエリアマネジメントの推進 ５００万円

地区ポテンシャルを高めるため、公民連携によるまちづくりの推進に向けた検討

○　コンベンション機能等の強化 （２億７，０００万円 ）

経済 新 ・　見本市産業の育成に向けたインテックス大阪の機能強化事業 （２億５，９００万円 ）

ゆとり ・　コンベンション誘致活動など （１，１００万円 ）

○　臨海部の特性を活かした環境施策の展開 （７，９００万円 ）

環境 ・　夢洲１区メガソーラー設置事業の推進 （１００万円 ）

環境 新 ・　スマートコミュニティ実証事業 （６，７００万円 ）
経済

交通 新 ・　コスモスクエア駅のエコモデル化に向けた検討調査 （１，１００万円 ）

太陽光発電設備等省エネルギー設備・技術の導入に向けた検討

港湾 ③　舞洲地区の活性化 ５００万円
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新 健康・スポーツ分野の実証フィールドとしての活用方策を検討

港湾 ④　咲洲地区道路の整備など ４億７，９００万円

港湾 ⑤　咲洲東地区第６貯木場土地造成事業 ３，８００万円

港湾 ⑥　舞洲地区基盤整備 ５，６００万円

港湾 ⑦　鶴浜地区基盤整備 ３億９，９００万円

（別に債務負担行為　 ３億５，５００万円 ）

港湾 ⑧　夢洲土地造成など ５１億　　６００万円

（別に債務負担行為　 １６億２，６００万円 ）

⑨　築港地区再開発 [２億６，８００万円 ］

港湾 新 ○　クルーズ客船によるインバウンド誘致 （１，５００万円 ）

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

港湾 新 ○　水上アクセス魅力向上事業 （１，０００万円 ）

港湾 新 ○　築港地区活性化計画の策定 （１，０００万円 ）

港湾 ○　係留施設の整備など ２億３，３００万円

（地震や津波等の災害に強い港づくり） １１億８，２００万円

⑩　東南海・南海地震に対する地震・津波対策の充実 １０億７，７００万円

（別に債務負担行為　 ２億６，４００万円 ）

港湾 ○　津波・高潮危機管理対策緊急整備 ３，５００万円

港湾 ○　防潮堤の耐震補強など １０億４，２００万円

港湾 ⑪　臨港交通施設の耐震強化など １億　　５００万円
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（安全で使いやすい港づくり） ２１億６，５００万円

港湾 ⑫　港の保安対策の推進 ３億４，５００万円

港湾 ⑬　港湾関連施設の維持補修など １８億２，０００万円

（別に債務負担行為　 ２億１，１００万円 ）

（市民に親しまれる港づくり） ２億８，７００万円

⑭　港の振興策の充実 ２億７，１００万円

港湾 ○　市民海洋カレッジ １億　　９００万円

港湾 ○　ポートセールスおよび姉妹港との交流など １億６，２００万円

港湾 ⑮　臨海地域の緑地整備など １，６００万円

（４）　中小企業の活性化と消費生活の充実 １，４７３億２，２００万円

（中小企業の活性化） １，４１０億６，９００万円

①　中小企業向け制度融資の実施 １，３８７億　　２００万円

経済 ・　金融機関と協力し、中小企業の資金調達を継続的に支援

多様な資金ニーズに対応し企業の成長を支援するとともに、

厳しい経営環境にある中小企業の支援など

経済 ・　中小企業融資基金への繰出    ９７５億９，６００万円

②　地域経済の活性化 ３億２，２００万円

新 ○　地域経済活力創造事業 １億　　８００万円

経済 ・　区役所のコーディネートのもと、地域が一体となって経済活性化に
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　　取り組む事業を支援 ９，６００万円

経済 ・　区役所における経営相談窓口の設置 １，２００万円

○　地域経済の活性化に向けた支援体制の強化

区 ・　区役所において地域の産業振興等を支援

経済 ・　経済局に区役所を支援する 新 地域連携担当を設置

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 ）

ゆとり 新 ○　（仮称）関西メガセール推進事業 （１，０００万円 ）
経済

経済 ○　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 ６，６００万円

経済 ・　商店街等活性化支援事業 １，６００万円

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

市民 新 ○　コミュニティビジネス等促進事業 （１，５００万円 ）
経済

③　ものづくり産業の再生 １２億１，７００万円

○　課題解決型ものづくりの推進 ４，７００万円

経済 ・　工業研究所等の技術シーズと企業ニーズの
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コーディネートを促進 ３，５００万円

経済 ・　「環境・エネルギー」分野における技術開発や製品開発を目的とした

共同研究の実施など １，２００万円

経済 ○　地方独立行政法人大阪市立工業研究所の運営 １１億５，２００万円

経済 ○　地域ものづくりサポート事業など １，８００万円

経済 ④　中小企業の海外ビジネス展開の支援 ８億２，７００万円

○　「売りづくり」の視点からの製品開発・海外販路開拓支援 １億２，８００万円

経済 新 ・　海外バイヤーを大阪に呼び込み、中小企業と直接商談できる展示会を開催

　　 ６００万円

経済 ・　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 １億２，２００万円

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 ６億６，８００万円

輸入促進センター事業など

経済 ⑤　都市農業の育成 １００万円

なにわの伝統野菜振興事業

（消費生活の充実） ６２億５，３００万円

⑥　消費者行政の推進 ２億９，７００万円

市民 ○　消費者啓発の強化等消費者センターの機能充実 １億９，７００万円

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 ５９億４，９００万円

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

新施設稼動予定    ２４年３月

経済 ⑧　市民に開かれた市場づくり ７００万円

開 中央卸売市場本場開設８０周年イベントなど
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