
 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市健康局  

（地域外来・検査センターの設置に関すること） 

担当：保健所感染症対策課  

電話：0 6 - 6 6 4 7 - 0 9 2 2   

 

 

地域外来・検査センターの設置 

 

 

大阪市は、「帰国者・接触者外来」に加えて更なる検査体制を確立するため、

大阪府が取り組む市内４箇所の「地域外来・検査センター」設置にかかる必要経

費を負担します。 

 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 1億 4,400万円】 

 



 

 

 

 

 

 

 

大阪市経済戦略局  

（市立大学における遠隔授業実施に伴う環境整備に関すること） 

担当：総  務  課         

電話：06-6615-3777     

 

 

市立大学における遠隔授業実施に伴う環境整備 

 

 

 大阪市立大学では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和２年度の授

業について遠隔授業を基本として実施しています。 

 学生の安全を確保しながら学修の機会を提供するため、遠隔の双方向授業等を可能

とするシステムの整備や、貸出用パソコンの確保、技術面・教育面を支援するための

ヘルプデスクの設置などにより、デジタル技術を活用した教育を提供できる環境を大

阪市立大学が整備するにあたり、必要な経費を本市が措置します。 

 

 

 

 

 

 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 3,400万円】 



 

 

 

 

 

 

 

大阪市こども青少年局  

担当：管  理  課         

電話：06-6208-8110     

 

未就学児を養育する世帯への特別給付金の支給 

 

大阪市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に向けた新た

な支援として、児童手当（公務員は対象外）を受給する世帯のうち学校給食費の無償

化の対象にならない未就学児のいる世帯に対し、本市独自の支援として特別給付金

（一時金）を支給します。（令和 2年 8月 20日報道発表済み） 

 

○対象児童 令和 2年 9月 1日時点の未就学児（注） 

（注）令和 2年 9月 1日時点で 0歳から小学校入学前のお子さんまで。（生年月日が平

成 26年 4月 2日から令和 2年 9月 1日までの児童） 

 

○支給対象 対象児童を養育する本市児童手当受給者 

 

○給付額  支給対象児童一人につき 5万円（対象：約 12万 1,600人） 

 

○支給対象者への支給手続き 

原則、申請不要で自動的に児童手当登録銀行口座に振込 

① 市より対象者へ給付金の案内チラシの送付 

② 市より児童手当登録銀行口座等への振込（ただし、受給拒否の申出者除く） 

  

○支給時期 10月末ごろ 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 61億 700万円】 



 

 

 

大阪市経済戦略局  

（大阪・暁・プロジェクトに関すること） 

担当：観 光 課 集 客 拠 点 担 当 

電話：0 6‐ 6 4 6 9‐ 5 1 5 4 

 

「大阪・暁・プロジェクト」事業の実施 

 

今般、新型コロナウイルスの世界的感染拡大のなか、様々な対策を講じながら、社

会経済活動が再開されてきているものの、依然予断を許さない状況です。 

大阪も例外ではなく、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せず閉塞感が漂うな

か、感染拡大防止を図りつつ、地域経済を活性化させるため、新しい生活様式に基づ

く行動変容が市民、企業等にも求められています。 

大阪市では、新型コロナウイルス感染拡大の防止と社会経済活動の両立を図るた

め、「大阪・暁・プロジェクト」として次の事業を実施します。 

 

《「大阪・暁・プロジェクト」の３つの柱》 

①「機運醸成と企業の活動支援」 

②「新しい生活様式に基づくレジャーの普及・浸透」 

③「大阪の魅力再発見の機会創出」 

 

《実施事業》 

・赤絵を活用した集客促進事業【事業費 1,500万円】 

大阪城や市内の観光地等を、赤絵の歴史を絡めた謎解きをしながら巡るまち歩き 

を実施する。 

（赤絵とは・・・赤色は、古来より疫病から身を守るとされ、江戸時代には天然

痘除けなどで赤一色の様々な版画が作られ、家などに掲げたと

されるもの） 

・大阪城天守閣・縁（ゆかり）の城めぐり事業【事業費 300万円】 

   徳川幕府の西国の拠点であった大阪城と、大阪城を守衛する役割を担った縁の

あるお城と連携し、城郭をめぐる企画を実施する。 

・食を活用した観光魅力開発事業【事業費 1,700万円】 

   民間事業者等との連携により、大阪の魅力のひとつである食文化や有名飲食店

舗などを活用し、上質で特別感のある着地型観光コンテンツを開発し、PRに取 

り組むとともに、観光商品として販売を行う。 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 3,500万円】 



 

 

 

 

 

 

 

大阪市経済戦略局  

（ものづくり中小企業技術開発支援事業に関すること） 

担当：産業振興課         

電話：06-6615-3775     

 

 

ものづくり中小企業技術開発支援事業 

（大阪産業技術研究所における技術開発支援のための機器整備） 

 

 

 新型コロナウイルス感染拡大により、多くのものづくり中小企業が売り上げ減少等

の深刻な影響を受けていますが、その一方で、中小企業における新製品開発意欲は高

まりつつあり、なかでも新型コロナウイルス関連製品を開発したいという相談が多数

寄せられています。 

これらの企業ニーズに応えるために、大阪産業技術研究所において、これまで対応

できていなかった新型コロナウイルス関連製品の開発に必要な分析機器などを整備

することにより、ものづくり中小企業の新たな素材や製品の開発を支援し、中小企業

における技術開発の促進及び新製品開発による競争力強化を図ります。 

 

   

 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 3,900万円】 



 

 

 

 

 

 

 

大阪市経済戦略局  

（商店街活性化支援事業に関すること） 

担当：産業振興課商業担当 

電話：06-6615-3780  

 

 

商店街活性化支援事業 

 

 

大阪市は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域経済の落ち込みを補うため、市

内商店街団体等が国において実施される「Go To 商店街キャンペーン」への参加のた

めの企画等の助言及び「Go To 商店街」申請書の作成補助等を行うとともに、キャン

ペーンに参加する商店街について国内観光客に向けた総合的なプロモーションを実施

することで、市内商店街での需要喚起を図ります。 

 

支援対象 

・（仮称）商店街活性化促進（サポート）事業 

「Go To 商店街キャンペーン」に参加を希望する市内商店街 

・（仮称）「Go To 商店街」総合プロモーション 

 「Go To 商店街キャンペーン」に参加する市内商店街全体 

 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 3,300万円】 



 

 

 

 

 

 

大阪市 経済戦略局  

（芸術創造館ショーケース事業に関すること） 

担当：文  化  課         

電話：06-6469-5170     

 

芸術創造館ショーケース事業（アーティストに対する活動再開支援事業） 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、イベント自粛要請や施設の休館、利用制

限が行われ、アーティストのスキルアップや活動の場が失われています。 

 大阪市では、舞台芸術のインキュベーション施設である芸術創造館のノウハウを活

用し、アーティストを救済するため、「スキルアップのための講座等の実施、発表の機

会の創出、公演等の作品の記録映像の作成・配信等の広報活動」を一体的に支援し、

活動再開へのきっかけをつくり、アーティストの育成につなげます。 

 

《概要》 

①スキルアップのための講座・ワークショップの実施 

 ・スキルアップのために必要な講座及びワークショップを無料実施する。 

  

②公演の実施・支援 

 ・アーティスト（10 組程度）による、概ね 15 分程度の短編作品の公演を芸術創造館

で実施する。（公演日は令和 3年 2月予定） 

 ・舞台芸術の専門家（プロデューサー及びプログラムディレクター）による技術指導

や助言、公演にかかる経費等の負担、公演までの一連のプロセスを全面的にバック

アップする。 

   

③記録映像の作成・配信 

 ・公演作品を録画し、アーカイブを残すことで、市民の鑑賞機会に活用する。 

 ・記録映像を発信し、他の興行主などへアピールすることでチャンスを広げる。 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 300万円】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市健康局  

（休日・夜間急病診療所運営費の追加に関すること） 

担当：健康施策課  

電話：06-6208-9968  

 

 

休日・夜間急病診療所運営費の追加 

 

 

大阪市では、一般の医療機関が通常診療を行っていない時間帯（夜間及び休日）にお

ける初期救急医療体制を確保するため、中央急病診療所及び６ヶ所の休日急病診療所を

設置しています。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、医療機関を受診する患者数が減少しており、

急病診療所においても本年 2月以降の受診者、診療収入が大幅に減少し、当面、回復が

見込めず急病診療所の運営に支障をきたす恐れが生じております。市民の重要なセーフ

ティネットのひとつである夜間休日における初期救急医療体制を維持するために休日・

夜間急病診療所運営費を追加します。 

 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 7億 1,000万円】 

 



 

 

 

 

 

 

令和 2年 9月 4日  

 

大阪市財政局  

（予備費の追加に関すること） 

担当：財務部財務課     

電話：06-6208-7714     

 

 

予備費の追加 

 

大阪市では、新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る予算外の経費に対して、迅

速な予算措置を行うため、予備費を追加します。 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 26億円】 

 

 

 

 

参考：令和 2年度 予備費 補正後予算額 52億円 

（令和 2年度当初予算額 13億円、5月補正予算額 13億円） 

 

予備費予算額の推移 

年度 予備費 予算額 

平成元年度以降 13億円 

昭和 63年度 10億円 

昭和 62年度以前 7億円 

 

平成元年度以降  13億円 

昭和 63年度    10億円 

昭和 62年度以前   7億円 

 



 

 

 

 

 

 

 

大阪市政策企画室  

（地方創生臨時交付金の計上に関すること） 

担当：政策調査担当        

電話：06-6208-9714     

 

 

地方創生臨時交付金の計上 

 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大の防止とともに、地域経済・住民生活を支援し地方創

生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施でき

るよう、国において創設された「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」

を計上し、本市の新型コロナウイルス感染症に対する取組である「休業要請支援金事業」、

「学校教育 ICT活用事業」、「未就学児を養育する世帯への特別給付金の支給」、「学校給

食費の無償化」に活用します。 

 

 

 

 

 

【令和 2年度 9月補正予算額 236億 700万円】 
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