
「大都市、そしていちばん住みたいまちへ」 

平成 23 年度予算で重点的に取り組む主な施策 

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～ 

◎ 文化・観光による都市魅力の創造 

    ◆ 文化・観光資源を活かした大阪・関西の集客力の向上 ・・・・・・・ １ 

◎ 低炭素社会の構築に向けた取り組み 

    ◆ 環境・エネルギー分野の先端産業への先駆的投資 ・・・・・・・ ４ 

    ◆ 社会変革につながる環境戦略 ・・・・・・・ ５ 

◎ 新たな需要創造に向けた重点的な投資             

    ◆ 成長産業分野へのステップアップ ・・・・・・・ ８ 

    ◆ 海外市場へのチャレンジ ・・・・・・・ ９ 

    ◆ 新たな価値の創造と提案 ・・・・・・・ ９ 

◎ 大阪の発展を支える人材の集積・育成 

    ◆ 多様な専門人材の集積 ・・・・・・・ １０ 

    ◆ 次代を担う人材の育成 ・・・・・・・ １０ 

       （こどもの生きる力アップ、子育て支援の推進） 

［ 重点戦略拠点の整備 ］ 

  ○ 大阪駅周辺地区        ・・・・・・・ １４ 

◆ 「知の集積」エリアとしてアジアをリードする都市型イノベーションを形成   

   ○ 臨海部                            ・・・・・・・ １５ 

    ◆ 「知の実践」、先端産業分野の実践エリア （夢洲、咲洲、舞洲） 

 

Ⅱ 住民自治の実現 ～地域の再生をめざした参加型住民自治の充実～ 

◎ 地域力の復興のための取り組み 

◆ 地域活動の支援 ・・・・・・・ １７ 

◆ 地域経済の振興 ・・・・・・・ １８ 

◆ 市民協働による地域課題解決のための取り組み ・・・・・・・ １８                       

  （地域防犯対策、放置自転車対策、ごみの減量）  

◆ 各区における特色ある地域づくりの推進 ・・・・・・・ ２０ 

◆ 新しい区役所・市役所のかたち ・・・・・・・ ２１ 

◎ 地域主権の取り組み  

◆ 国からの権限移譲（御堂筋のブランド化のための早期移管） ・・・・・・・ ２２ 

◆ 自治体間の連携 ・・・・・・・ ２３ 

 

Ⅲ 雇用と福祉の連携によるセーフティネットの再構築 

◎ 生活保護改革の推進                  ・・・・・・・ ２４ 

◎ 就業の促進と雇用の創出                                    ・・・・・・・ ２５ 

 

Ⅳ 行政として早急に取り組む必要がある課題への対応 

◎ 児童虐待対策 ・・・・・・・ ２６ 

◎ 都心部における新たな保育需要への対応 ・・・・・・・ ２８ 

◎ 中学校昼食事業                             ・・・・・・・ ２８ 

◎ あいりん地域の環境改善対策 ・・・・・・・ ２８ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本文中に記載している略称などについて】 

 １．新 は 23 年度の新規事業です。 

 ２．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。 

３．合計金額は、（ ）の再掲金額も足し合わせた金額となっています。 

４．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。 

 



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～

◎文化・観光による都市魅力の創造 １１億１，５００万円

◆文化・観光資源を活かした大阪・関西の集客力の向上
１１億１，５００万円

（関西の都市や経済団体との連携強化）

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

商工会議所会頭によるトップ会議

新 ○（仮称）関西メガセール推進事業 １，０００万円

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

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

○「三都物語」コーディネート事業など ６００万円

（プロモーションの強化）

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

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

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 ）

新 ○他の交通事業者との共同ＰＲ等の展開など ８，１００万円

○大阪ロケーション・サービス協議会分担 ３００万円

（ホスピタリティの強化）

○観光バスの乗降場等の利便性向上事業 ２，４００万円

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
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新 ○来阪外国人等の受入環境整備 １億１，４００万円

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

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

新 ○多言語案内コーナー（iコーナー）の設置など ４００万円

（エリアの魅力充実）

『海の御堂筋・水と光の回廊エリア』

○近代美術館整備事業 ３，３００万円

○ＯＳＡＫＡ光のルネサンスの開催 １億円　　　　　　

○水辺のにぎわい魅力創出事業 ２，６００万円

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

○川と海をつなぐ舟運にぎわいまちづくり事業 １，２００万円

○魅力あるリバーフロント形成に向けた基本方針の策定 ２００万円

堂島川、土佐堀川、安治川沿いのにぎわい・魅力の創出に向けた検討

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

○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

『大阪城・難波宮エリア』

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

○大阪城　城灯りの景の開催など ２，０００万円
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『天王寺動植物公園を核としたエリア』

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

効果的な管理・運営手法等の調査など

（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）

○コミュニティ・ツーリズム推進事業 ５，７００万円

○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

新 ○国際医療交流の推進および関連産業の活性化 （５００万円 ）

新 ○（仮称）まちなみ資源の再生・活用事業 １，２００万円

レトロビル等の歴史的建築物の外観修復やライトアップ工事

に対する補助

補助率　１／２ 補助限度額　６００万円／件

新 ○観光資源開発調査 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
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◎低炭素社会の構築に向けた取り組み ２７億６，８００万円

◆環境・エネルギー分野の先端産業への先駆的投資 １３億４，０００万円

（大阪発の環境・エネルギー技術の開発促進）

○グリーンテクノロジーの創出および活用促進事業 （４，２００万円 ）

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 ）

○森之宮地区の資源・エネルギー循環型まちづくりの推進

○森之宮焼却工場建替調査 ４，７００万円

現地での建替えに向けた環境影響調査等を実施

新 ○生ごみと下水汚泥のバイオガス化実験の実施 ２，８００万円

残飯等の生ごみと下水処理過程で発生する汚泥を混合消化

することによるバイオガスの発生過程等を検証

（環境・エネルギー産業の市場拡大）

新 ○低炭素型交通システムの普及促進 １，４００万円

新社用車を活用した電気自動車カーシェアリングモデル事業、

公用車を活用した電気自動車体験試乗など

○青色防犯パトロール車への電気自動車の導入 １億　　４００万円

５区　→　２４区　（全区に配置）

新 ○急速充電スタンドの整備 １，２００万円

１ヵ所

新 ○電気バス導入の検討

電気バス走行試験に向けた調査検討

新 ○（仮称）エコ住宅普及促進事業 １，０００万円

省エネ等の性能を有する住宅の認定制度を創設し、

購入等の融資にかかる利子補給を実施

計画認定戸数 ６００戸

○夢洲１区メガソーラー設置事業の推進 １００万円

○太陽光発電補助事業 ２億２，１００万円

融資利率　年１．０％超　　補給期間　５年    
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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

新 ○スマートコミュニティ実証事業 ６，７００万円

咲洲地区の本市施設等を活用したエネルギー最適利用等の

実証実験に向けた計画策定および参加企業の募集など

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 ）

（中小企業等の市場参入促進）

○課題解決型ものづくりの推進 （４，７００万円 ）

○産業創造館における経営面の支援 （３億７，９００万円 ）

新 ○金融機関と連携した連続型商談会の開催 （１，１００万円 ）

新 ○成長産業チャレンジ支援事業 （１億５，０００万円 ）

○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 ）

（技術・総合力を活かした海外展開）

新 ○水・環境技術の海外プロモーション １，５００万円

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

○「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 ）

（関連産業の誘致）

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 ）

新 ○臨海部への企業誘致プロモーション （２，９００万円 ）

新 ○関西エコビジネスツアーの創設

◆社会変革につながる環境戦略 １４億２，８００万円

（環境未来型の都市構造への変革）

新 ○（仮称）大阪市地球温暖化対策条例の制定 １００万円

市域の事業者のＣＯ2排出抑制に向けた取り組みの推進など

２３年秋制定予定
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新 ○コンテナ貨物のモーダルシフト助成 （８，０００万円 ）

○市立美術館等の展示照明ＬＥＤ化等事業 （２億３，０００万円 ）

新 ○生活道路照明灯のＬＥＤ化 ８億３，２００万円

新 ○都市開発の促進と環境貢献の仕組みに関する検討調査 ３００万円

都市再生特別地区で開発を行う事業者が、地区外で行う

環境貢献を評価し、民間都市開発を促進する仕組みについて検討

新 ○城東区複合施設への環境未来型技術の導入検討調査 ８００万円

○ヒートアイランド対策の推進 ２億３，１００万円

・緑のカーテン、カーペットづくりの推進 ５，９００万円

・学校運動場の芝生化 ３００万円

・「風の道」事業の推進に向けた調査研究など １，０００万円

長堀通において、路面散水効果等の実証実験を実施

・ドライ型ミスト装置設置補助 ５００万円

・水道水のミスト散布によるヒートアイランド対策事業 １，５００万円

・打ち水実施支援事業 ３００万円

・保水性舗装の実施 １億円　　　　　　

・民間施設への緑化の推進など ３，６００万円

新 ○生物多様性地域戦略の策定など １，５００万円

自然環境の保全・創出に関する施策の方向性等を示すとともに、

大阪城公園における生き物環境保全・活用策の検討

（環境未来型ライフスタイルの創造）

新 ○（仮称）大阪市循環型社会形成推進条例の制定 １００万円

リサイクル等について、市民、事業者、行政の責務の明確化など

２３年秋制定予定

新 ○なにわエコポイントモデル事業 ２００万円

商店街等との協働により、市民のエコ活動に対する

ポイント制度を３区で試行実施

新○ＯＳＡＫＡ　ＰⅰＴａＰａカードを活用した環境活動の推進 ５００万円

本市が指定するエコ活動に参加したカード保有者に

ポイントを付与

新 ○「見える化機器」を活用した省エネ行動の促進 ３００万円

市民の省エネ意識醸成のため、家庭用省エネナビを貸出

台　　数    １００台　　　　貸出開始    ２３年８月
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新 ○小・中学校での「（仮称）おおさか環境科」の実施 １，５００万円

環境問題に特化した授業の教材として、副読本および映像ツールを作成

授業開始    ２４年４月

新 ○（仮称）小物金属類分別収集の試行実施 ２００万円

現在普通ごみとして収集している小物金属類の分別収集を

３区で試行実施

実施予定　　２３年１０月
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◎新たな需要創造に向けた重点的な投資 １８億５，４００万円

◆成長産業分野へのステップアップ １１億２，７００万円

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　　　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

新 ○スマートコミュニティ実証事業 （６，７００万円 ）

○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

○見本市産業の育成 ２億５，９００万円

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

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最大化に向けた

株式会社による運営手法のあり方を検討

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 ）

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

○産業創造館における経営面の支援 ３億７，９００万円

○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

○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

○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

○革新的技術の事業化促進事業 ３，５００万円
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○課題解決型ものづくりの推進 ４，７００万円

・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

３，５００万円

・「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

◆海外市場へのチャレンジ １億９，３００万円

○「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

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

・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

新 ○水・環境技術の海外プロモーション （１，５００万円 ）

○次世代ロボット国際ネットワーク形成事業 ２，９００万円

・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

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

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

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 ）

◆新たな価値の創造と提案 ５億３，４００万円

○クリエイティブ産業創出・育成支援事業 １億５，５００万円

新 ・御堂筋デザインストリートの形成 ２，８００万円

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

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

・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

○市立美術館等の展示照明ＬＥＤ化等事業 ２億３，０００万円

○オープン・イノベーション拠点の形成 （１億４，９００万円 ）
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◎大阪の発展を支える人材の集積・育成 １４０億６，１００万円

◆多様な専門人材の集積 ４億２，６００万円

（創造性豊かな人材をひきつける拠点機能の形成）

○オープン・イノベーション拠点の形成 (１億４，９００万円 )

○次世代ロボット国際ネットワーク形成事業 （２，９００万円 )

○ロボットビジネス創出拠点形成事業 （１億２，４００万円 )

○大学等立地促進助成 ６，６００万円

（豊かなポテンシャルを基盤とする人材育成・活用・交流）

○大学と連携した人材育成中核拠点の運営 ２，５００万円

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

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

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

◆次代を担う人材の育成 １３６億３，５００万円

【こどもの生きる力アップ】 ４９億　　５００万円

（生きる力の基礎の形成）

『就学前のこどもの養育環境の充実』

○なにわっ子わくわく未来プログラムの推進 ２００万円

「生きる力の基礎」を育むための就学前児童健全育成プログラムを

家庭や関係機関等で活用
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（生きる力をはぐくむ教育活動の推進）

『学習活動の充実』

○習熟度別少人数授業の実施 １４億６，２００万円

対　　象    全小学校    ３～６年生の国語・算数

全中学校    全学年の国語・数学・英語

○放課後ステップアップ事業 ７，４００万円

対　　象 全小学校で実施

○授業力アップサポート事業 ６，８００万円

○学校元気アップ地域本部事業 ２億３，１００万円

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、放課後学習等を充実

対　　象    ２４中学校区    →    ７６中学校区

『教育環境の充実』

新 ○小中一貫教育の推進 １億２，７００万円

・義務教育９年間を見通した教育課程を編成し、

　学習指導や生活指導等を実施 １００万円

・施設一体型小中一貫教育校の整備（中学校の活用） １億２，６００万円

矢田小学校・矢田南中学校

開校予定    ２４年４月

啓発小学校・中島中学校（実施設計）

開校予定    ２５年４月

○特別支援学校の整備 ３，３００万円

新 （仮称）南部特別支援学校（実施設計）など

○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

○新商業高校の整備 ２６億２，８００万円

（仮称）グローバルビジネス科を設置し、英語・情報・会計を

専門教育の柱として、高度な専門性を備えたビジネススペシャリストを育成

校　　名 （仮称）大阪ビジネスフロンティア高等学校

開校予定    ２４年４月 学校規模    １学年８クラス

○中学校昼食事業 （１億８，６００万円 ）
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新○夏季における教室内環境の調査研究 ２，１００万円

壁面緑化やドライ型ミスト散布等を組み合わせた各モデルにおける

教室内での温度を分析し、効果的な暑さ対策の方策を検討

『地域の担い手をはぐくむ環境づくりの推進』

新 ○次世代リーダー育成プログラムの開発 ５００万円

「生きる力」と「市民力」を持つ将来の地域を担うこどもを育成するため、

地域貢献型学習を試行的に実施

○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

（個性や創造性の伸長）

○輝け「未来」・こども夢体験プロジェクト ６，６００万円

こども　夢・創造プロジェクト事業、サマースクールシティ事業、

地域こども体験学習事業、トップアスリートによる「夢・授業」

【子育て支援の推進】 ８７億３，０００万円

（子育て家庭への支援）

『こどもの発達段階や家庭の状況に応じた支援の推進』

○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）

８，６００万円

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

○子育て活動支援事業 ６億６，０００万円

○地域子育て支援拠点事業 １０３ヵ所 ４億４，６００万円

○乳幼児医療費の公費負担の拡充 ３４億８，８００万円

所得制限 児童手当法の特例給付基準 →

０～２歳について、入通院とも撤廃

入　　院 小学校修了まで        → 中学校修了まで

通　　院 義務教育就学前まで

○母子保健医療対策の充実 １４億１，９００万円

・ヒブ、小児用肺炎球菌ワクチンの無料接種 ６億４，５００万円

対　　象 ０～４歳の乳幼児

開始時期

・子宮頸がん予防ワクチンの無料接種 ７億７，４００万円

対　　象 中学生、高校１年生相当の女子

開始時期

２３年２月

２３年２月
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（保育サービスの充実）

『仕事と子育てをともに選択できる基盤整備』

○保育サービスの充実 ２３億３，８００万円

２６年度目標    通常保育    約４３，６００人

・保育所の整備 １４億９，８００万円

公立保育所整備    ４ヵ所

民間保育所整備助成    ７ヵ所

賃貸物件を利用した民間保育所整備助成    ５ヵ所

民間保育所改修助成など

・認定こども園の整備助成    １０ヵ所 ７億３，１００万円

・保育ママ事業    ８ヵ所    →    １０ヵ所 １億　　９００万円

（児童虐待対策の強化） （２億９，３００万円 ）
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［重点戦略拠点の整備］

○大阪駅周辺地区
◆「知の集積」エリアとしてアジアをリードする
　都市型イノベーションを形成 ４億４，３００万円

○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

○次世代ロボット国際ネットワーク形成事業 （２，９００万円 ）

○ロボットビジネス創出拠点形成事業 （１億２，４００万円 ）

○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

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

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

○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

○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

○ＪＲ東海道線支線の地下化　豊崎～福島間 １億円　　　　　　
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○臨海部
◆「知の実践」、先端産業分野の実践エリア（夢洲、咲洲、舞洲）

７１億７，１００万円

（国際コンテナ戦略港湾の実現）

○　コンテナ貨物の集荷機能の強化 ８，９００万円

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

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

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

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

○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

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

○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

（咲洲地区等の活性化）

○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

・咲洲コンテナ埠頭の再編強化 ３億４，１００万円

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

・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

・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

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
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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

・成長戦略拠点特区の実現 １，５００万円

・咲洲コスモスクエア地区立地促進助成 ５億４，２００万円

・夢洲先行開発地区の基盤整備 １０億７，７００万円

○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

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 ）

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 ）

・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 ）

・夢洲１区メガソーラー設置事業の推進 （１００万円 ）

新・スマートコミュニティ実証事業 （６，７００万円 ）

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 ）

（舞洲地区の活性化）

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 （５００万円 ）
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Ⅱ　住民自治の実現
～地域の再生をめざした参加型住民自治の充実～

◎地域力の復興のための取り組み ６３億６，３００万円

◆地域活動の支援 １８億４，１００万円

新 ○（仮称）地域活動協議会の設立・運営・活動支援のモデル実施（４区７地域）

１，３００万円

みんなで考え、話し合い、課題解決に向け活動する

仕組みづくりを支援

○市民協働推進事業 ３，２００万円

メディアと連動したキャンペーンの展開や

地域ＳＮＳ（双方向型Ｗｅｂサイト）の活用など

新 ○地域が元気！地域コミュニティパワーアップ事業 ５，２００万円

地域の魅力向上につながる催しを市民やＮＰＯが協働して

自ら企画実施する「元気アップフェスティバル」等の開催

○地域貢献活動マッチングシステム運営事業 ６，６００万円

新 ○コミュニティビジネス等促進事業 １，５００万円

社会全体で担う新しい公共を支える市民主体のビジネスへの支援など

○種から育てる地域の花づくり等支援事業（全区実施） ６，１００万円

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

新 ○次世代リーダー育成プログラムの開発 （５００万円 ）

○災害対策施設の耐震改修 １５億９，７００万円

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　　 耐震改修 １０棟（改修工事）、２８棟（実施設計）

区役所  　　 耐震改修 東住吉区・東淀川区（改修工事）

鶴見区（実施設計）

住之江区（基本設計）

消防署所 耐震改修 中央消防署・平野消防署（改修工事）

幼稚園 耐震改修 １園（改修工事）、１園（基本計画）
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◆地域経済の振興 ６億３，７００万円

○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

○地域ものづくりサポート事業 １，７００万円

○商業魅力向上事業 ６，６００万円

・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

・共同施設等整備支援事業 ５，０００万円

○課題解決型ものづくりの推進 （４，７００万円 ）

○産業創造館における経営面の支援 （３億７，９００万円 ）

新 ○地域経済活力創造事業 １億　　８００万円

・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

　取り組む事業を支援 ９，６００万円

・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

・区役所において地域の産業振興等を支援

・経済局に区役所を支援する新 地域連携担当を設置

◆市民協働による地域課題解決のための取り組み １８億４，７００万円

【地域防犯対策】 １１億６，３００万円

○「安全安心な公園づくり」の推進 ６，０００万円

○市民主体の青色防犯パトロール活動への支援（車両貸出） １００万円

○青色防犯パトロールの実施 ２億４，８００万円

夜間のパトロール時間の延長

午後６時～午後１１時　　→　　午後６時～翌午前５時

○夜間の自転車盗難防止監視員の配置 ２億３，４００万円

新○カーナビ用盗難防止ネジの取付費補助事業 １，２００万円

カーナビを購入し、設置する場合に盗難防止用ネジ取付にかかる費用を補助    

補助率　１／２ 上限　１,０００円
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○「こどもの環境ととのえ隊」事業 １００万円

新○街頭犯罪多発地域における防犯カメラ設置費補助 ２億３，８００万円

設置　７９２ヵ所

○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など ２，６００万円

○子どもの安全指導員の配置 １億４，２００万円

○区役所における防犯対策事業 １億２，２００万円

・地域の実情・特性に応じた独自事業

・市民主体の青色防犯パトロール事業（地域交付金）

・「防犯サポーター」の配置

・落書き消去活動に係る用具・材料の支給など

・「地域安全対策」の実施

・「こども１１０番の家」事業

○公共施設における防犯カメラの設置 １，８００万円

○地下道および自転車駐車場等における防犯設備の整備 ６，１００万円

【放置自転車対策】 ５億３，４００万円

○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 ２億９，４００万円

・自転車駐車場を整備して禁止区域を拡大

整備台数    キタ    ３，３００台　→　３，８００台

　　　　　　ミナミ　３，５００台　→　３，９００台

・市民協働で啓発と撤去を実施

○自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」 ２億３，７００万円

市民と協働した放置自転車対策として、現地で啓発・指導する

「トライアルプラン」を本格化し、全区で実施

○自転車適正利用啓発の推進 ３００万円

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

【ごみの減量】 １億５，０００万円

○資源集団回収活動の推進 ８，６００万円

○事業系廃棄物の適正処理の推進 ４，２００万円

○紙パック・乾電池などの拠点回収の実施 １，１００万円
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○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

新６月５日を「（仮称）大阪市ノー・レジ袋の日」に設定など

◆各区における特色ある地域づくりの推進 １９億１，１００万円

○各区の創意工夫と特色ある事業 ６億６，１００万円

（主なもの）

新・にぎわいづくり支援事業（中央区）

中央区に関連する、各局や商店会などの団体の様々な情報を集約するとともに、

歴史・文化・観光の資源等も活用した区外への積極的な情報発信を実施するとともに、

区内で開催される様々なイベントを一堂に紹介する「(仮称)にぎわいスクエア」を

開催することにより、それぞれのイベントのネットワーク化をはかり、

中央区の「にぎわい」を創出する。

新・子育てを応援する担い手育成事業（西淀川区）

これまで取組んできた世代を超えた子育て支援をさらに地域に根ざしたものにすべく、

NPOと連携した子育て支援事業を展開。区役所内に子育て支援の実践の場、

支援情報受発信ステーションを整備し、子育て支援・虐待予防を地域で取り組めるよう

子育て層の人材育成を視野にいれた講座を開催実施するととともに、

既存地域団体と連携し、地域の子育て層をフォローする出前講座も実施。

新・防犯鶴見スタイル一斉行動編（鶴見区）

防犯に関する知識を習得した(仮称)地域防犯リーダーが地域と協働しながら、

区全体で統一した行動日を設定し、青色防犯パトロールなどの防犯活動を

一斉に展開するなど、区全体での犯罪の抑止ひいては区民の防犯意識の向上を図る。

○寄付金を活用した市民活動団体との協働の取り組み １，０００万円

（主なもの）

新・区内の工場で大発見（都島区）

子どもたちが、区内の特色ある工場を見学して、地域におけるものづくりを体感し、

つくり手と交流することで、自分の住むまちを再認識するとともに、郷土愛を育む。

新 ○地域交付金の創設 ６億１，３００万円

・地域振興会活動経費 ４億３，６００万円

・地域福祉活動経費 １億４，８００万円

・市民主体による青色防犯パトロール活動経費 ２，９００万円

○地域の実情に応じた効果的・効率的な事業 ６億２，７００万円

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
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◆新しい区役所・市役所のかたち １億２，７００万円

新○（仮称）区政会議の運営（全区） １，９００万円

区の実情に合わせた協働型区政を実現していくために、

区政についての意見・評価をいただくための仕組みを構築

○協働推進に向けた職員づくり・体制づくり １，１００万円

新○区役所窓口におけるフロアマネージャーの配置（全区） ９，７００万円

来庁者に窓口や手続きを分かりやすく案内する専門員を配置

○区役所における地域担当制の強化

地域の課題を把握し、その解決に向け協働して取り組むため、

区役所の体制を強化

○地域経済の活性化に向けた支援体制の強化

・区役所において地域の産業振興等を支援

・経済局に区役所を支援する新地域連携担当を設置
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◎地域主権の取り組み ３億８，７００万円

◆国からの権限移譲 １億８，２００万円
～御堂筋のブランド化のための早期移管～

（市民に親しめる場）

○御堂筋オープンフェスタ、御堂筋Ｋａｐｐｏ、 ８，４００万円

　「大植英次プロデュース大阪クラシック」の開催

○御堂筋を彫刻ストリートとして整備など １，１００万円

（クリエイティブ・デザイン）

新○御堂筋デザインストリートの形成 （２，８００万円 ）

（歴史的・文化資源の活性化）

新 ○（仮称）まちなみ資源の再生・活用事業 （１，２００万円 ）

○ＨＯＰＥゾーン事業（船場地区） ２，２００万円

（自転車利用の適正化）

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
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◆自治体間の連携 ２億　　５００万円

(市民をつなぐ連携）

新○市民主体の水平連携によるまちづくり支援事業（東成区） ５００万円

川、街道、モノづくりをテーマに、他都市と連携した

広域的な市民ネットワークづくり

新○水路のあり方検討会議（鶴見区）

水路の水辺環境改善に向け、上流の隣接市と連携した検討会議を設置

（市民の安全・安心に関する連携）

○救急安心センター事業の推進 １億９，２００万円

府内全市町村と連携し、適切な医療機関の案内など

○帰宅困難者対策の充実 ４００万円

新大阪駅周辺をモデル地区とした帰宅困難者対応計画策定に向け、

周辺自治体および民間企業等と連携した訓練の実施

（技術的ストック等を活用した他都市への貢献）

○他の水道事業体との広域的な連携

他の水道事業体とのソフト・ハード両面にわたる広域的な連携

○下水道事業都市間水平連携 ３００万円

寝屋川水系の水質改善を図るため、上流域に位置する

周辺都市（八尾市など）との連携

（関西を元気にするための連携）

新○関西観光戦略会議

新○関西４都市共同検討の場の設置 １００万円

具体的な連携事業の展開等について、京都市・神戸市・堺市とともに検討
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Ⅲ　雇用と福祉の連携によるセーフティネットの再構築

◎生活保護改革の推進

（生活保護の適正実施の取り組み強化） ２７億　　３００万円

○ケースワーク業務の充実・強化 ２２億　　２００万円

・任期付職員の雇用 ８億４，３００万円

被保護世帯の急増に対応するため、配置基準に基づき、

正規職員に加え任期付職員の配置　２１９人

・被保護高齢世帯訪問嘱託職員の配置 ５億９，１００万円

被保護高齢世帯訪問事業担当への嘱託職員配置　２２６人

・年金裁定請求支援・受給資格点検担当嘱託職員の配置 ８，２００万円

年金裁定請求支援・受給資格点検の強化にかかる

嘱託職員の配置　３０人

・受付・調査等担当嘱託職員の配置 １億７，０００万円

予備面接および各種調査等にかかる嘱託職員配置　７４人

・生活保護事務嘱託職員の配置 ２億　　５００万円

生活保護事務職員業務のうち、医療担当業務等の一部を行う

　 嘱託職員の配置　９０人

・職員のスキルアップ研修経費など ３億１，１００万円

○生活保護適正化推進事業の実施 ５億　　１００万円

・生活保護適正化推進チームの運営 ２，１００万円

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

・生活保護制度にかかる調査検討 １００万円

専門家から意見聴取し、生活保護制度の抜本改革に向け検討

新 ・民間賃貸住宅家賃代理納付の実施 ８，４００万円

家賃滞納による退去に伴う新たな敷金支給の抑制

・レセプト管理システムの導入 １億１，８００万円

電子レセプトの導入とデータの活用によるレセプト点検の強化

・居宅生活移行支援事業 １億９，８００万円

安定した住居のない要保護者に対して、一時的な宿所を提供

・生活保護行政対象暴力適正化対策事業 ７，９００万円

処遇困難ケース等に適切に対応するため、

警察官ＯＢを各区に１人（西成区は２名）配置

別途、雇用施策として

○生活保護受給者等への就労自立支援 ８億５，６００万円

・総合就職サポート事業 ３区 → 全区 ７億８，６００万円

被保護者等を対象に、相談・助言、ハローワーク等への同行、

就職あっせんなど、総合的な就労支援

・就業体験事業など ７，０００万円

稼動年齢層の被保護者を対象に職業体験を実施など
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◎就業の促進と雇用の創出 ４０億２，４００万円

○雇用創出事業 ４０億２，４００万円

２３年度   ３，１５５名

うち生活保護受給者およびボーダーライン層優先枠    ５０９名

・大阪市ジョブアタック事業の拡充

生活保護受給者等の就労を支援する

新「職業チャレンジ学習コース」の設置など

・しごと情報ひろばの拡充

子育てを終えた女性の再就職を支援する

新（仮称）「マザーズ」を設置

新・大阪市版パーソナル・サポート・モデル推進事業

さまざまな問題を抱えるホームレス等への支援など
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Ⅳ　行政として早急に取り組む必要がある課題への対応

◎児童虐待対策 ２億９，３００万円

（虐待の発生予防）

『地域の見守り力の強化』

○児童虐待防止広報啓発事業 ４，７００万円

虐待防止に対する市民意識の向上のため、 新オレンジリボンシール等の

全戸配付など

新○要保護児童対策地域協議会の機能強化 １，３００万円

各区で行う個別ケース会議や事例検討会に、虐待対策に精通した

学識経験者等を派遣し、参加機関の専門性を強化

『子育ての不安感や負担感の解消』

○子育ていろいろ便利帳の作成 ２，１００万円

子育て支援制度等をわかりやすく掲載した冊子を配付

○なにわっ子すくすくスタート （８，６００万円 ）

新 ○ステップファミリー支援ガイドブックの作成 ３００万円

児童虐待のリスクが高い家庭の養育スキルを高めるために冊子を配付

『家庭での養育力の向上支援』

○家庭教育充実促進事業など ３００万円

こどもの発達段階に応じた適切な子育てや教育ができるよう、

家庭教育に関する機会の提供・情報発信など

『次代の健全な親づくり支援』

○次代の健全な親づくり支援 ９００万円

・イベントを通じ青少年のつながりを築く

新（仮称）青少年フェスティバルの実施 ７００万円

・市立中学校における助産師による、思春期集団健康教育など ２００万円
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（虐待の早期発見・早期対応）

『緊急通告時の安全確認体制の強化』

新○休日・夜間虐待対応体制強化事業 ２，５００万円

休日・夜間対応の安全確認等を強化するため、新警察官ＯＢの配置

新○児童虐待防止システム化事業 ４，４００万円

虐待通告へのより的確な初期対応を行うため、

こども相談センターと各区、教育相談事業との情報を共有化

○児童虐待防止支援事業 ５００万円

医師等の専門家チームを学校へ派遣するほか、教育委員会の

相談窓口において教職員に早期対応等を指導・助言

○医療的機能強化事業 １００万円

医学的判断・治療が必要な児童虐待ケースについて、

医療機関と連携して、迅速・適切に対応

（虐待を受けたこどもの保護・自立支援）

『虐待を受けたこどもへの支援の充実』

新○阿武山学園入所児童の処遇改善 ５００万円

公教育導入による環境変化に円滑に対応するため

被虐待児を個別指導する非常勤嘱託職員を配置

『養育者・家族支援の充実』

○カウンセリング強化事業 ６００万円

虐待による親子分離からの家族回復のためのカウンセリングプログラムの充実

『社会的養護体制の強化』

新○児童養護施設の小規模ケア化促進事業 １，２００万円

小規模グループケア、地域小規模児童養護施設の開設準備経費を助成

新○施設退所児童支援のための実態調査事業 ４００万円

社会的自立につながる効果的な支援を行うため、

退所者の実態調査を実施

○弘済みらい園に 新 心理療法室を設置 ９００万円
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◎都心部における新たな保育需要への対応 ８億６，２００万円

○都心部における新たな保育需要への対応 （８億６，２００万円 ）

子育て層の都心への回帰傾向に対応するため、

都心部で重点的に保育所等を整備

◎中学校昼食事業 １億８，６００万円

○中学校昼食事業 １億８，６００万円

・弁当持参の支援や食に関する指導の充実 ９００万円

新食育の推進計画を策定し、小中一貫した指導を実施

・民間業者による昼食提供（全中学校） １億７，７００万円

◎あいりん地域の環境改善対策 ８，４００万円

○ 新監視カメラ等の設置による不法投棄防止や道路の不法占拠対策の強化

７，２００万円

○あいりん総合センターの調査・検討 １，２００万円

国・府とともに建物の機能・構造について調査
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