大阪府施策集（令和３年度）
部局

事業名

■ウィズコロナにおける緊急対策

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

事業概要

事業費（千円）

関連URL（案）

（１）命を守る最大限の感染症対策の強化
〇感染状況に対応しうる検査・医療提供体制の強化・充実
健康医療部

ワクチン接種体制の整備

新型コロナウイルス感染症対策事業
（新型コロナワクチン接種体制確保事業）

市町村事業である新型コロナワクチンの接種に向けて、広域的な調整を行うとともに、専門的
な相談対応にかかる体制を確保する。また、医療従事者等への優先的接種の体制を整備す
る。

638,954 http://www.pref.osaka.lg.jp/kansensho/vaccine/

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設
置事業）

府民向け相談窓口、受診相談センターを設置する。

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設
置事業（政令中核））

政令市・中核市における受診相談センターを設置する。

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（新型コロナウイルス感染症に対応した自殺予防
電話相談体制整備事業）

新型コロナウイルスの影響で不安やストレスを感じる府民を対象とし、自殺を防止するためフ
リーダイヤルによる電話相談窓口を整備するとともに、リスティング広告等を活用し相談窓口の周
知を行う。

31,384 http://www.pref.osaka.lg.jp/kokoronokenko/covid19_kokoronocare/index.html

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（新型コロナウイルス感染症に対応したSNS相談
体制整備事業）

新型コロナウイルス感染症の影響で不安やストレスからこころのケアが必要な府民を対象とした
SNS相談窓口を整備する。

10,171 http://www.pref.osaka.lg.jp/kokoronokenko/covid19_kokoronocare/index.html

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（検査機関への検査分析委託）

濃厚接触者や症状・背景から感染が疑われる患者、陽性者が発生した高齢者施設の従事
者・入居者等への行政検査を、大阪健康安全基盤研究所および衛生検査所等において実施
する。

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（地域外来・検査センター運営事業（受診調整
機能付地域外来・検査センター運営費））

健康医療部

相談、診療・検査体制の整備・充実
（スマホ検査センターの設置、PCR検査
新型コロナウイルス感染症対策事業
機器の整備等）
（地域外来・検査センター運営事業（検体採取
特化型地域外来・検査センター運営費））

357,634 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html

1,111,986 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona-denwa.html

21,288,824

ー

新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者を、診療所等の医師の判断により、保健所を経
由せずに紹介を受ける地域外来・検査センターを設置する。

1,050,472

ー

ドライブスルー方式等により濃厚接触者や受診相談センターに相談のあった有症状者等の検
体採取を行う検査場を設置する。

983,080

ー

ー

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（検査調整センター運営事業）

保健所業務の効率化を図るため、濃厚接触者等に対する受検調整や日々の検査件数の代
行入力・集計等を行う検査調整センターを各保健所に設置する。

1,635,585

健康医療部
福祉部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（高齢者施設等スマホ検査センター事業）

高齢者施設等におけるクラスター発生を防止するため、保健所や医療機関での体制に加え、
少しでも症状がある職員・入所者が迅速に検査を申込できるスマホ検査センターを設置する。

1,658,865 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/coronafukushi/index.html

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
検査実施機関数の増加や検査処理能力の向上を図るため、医療機関や衛生検査所が行う
（PCR検査体制整備事業（PCR検査機器整備
PCR検査機器等の整備に対し補助する。
費補助金））

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
年末年始やゴールデンウィーク等における診療・検査体制を確保するため、検査を行う医療機
（診療・検査体制確保事業（年末年始等診療・
関に対し協力金を交付する。
検査体制確保事業））

健康医療部

府市研究所の統合効果を最大限発揮することができるよう、西日本を代表する地方衛生研
究所に相応しい機能を備えた一元化施設の整備に向け、大阪健康安全基盤研究所による施
設整備工事等に要する経費の一部を補助する。

大阪健康安全基盤研究所施設整備費補助金
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4,335,528 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kensa.html

960,324 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona_kyouryokukin.html

949,073 http://www.iph.osaka.jp/

部局

事業名

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

事業概要

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（病床確保事業）

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れる医療機関に対し、病床確保のための経費を補
助する。

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（入院医療機関設備整備事業）

入院医療機関向け設備（医療機器等）の整備費を補助する。

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（帰国者・接触者外来等設備整備事業）

帰国者・接触者外来等向け設備（医療機器等）の整備費を補助する。

事業費（千円）

関連URL（案）

103,338,283 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/r3_kuusyouhosyou.html

3,700,000

ー

490,000
ー

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（重点医療機関等設備整備事業）

重点医療機関等向け設備（医療機器等）の整備費を補助する。

1,000,000

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（医療資器材等確保事業）

医療機関向けに、医療資器材を配布する。

4,163,227 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/busshi.html

健康医療部

医療機関に対する支援
（病床確保・設備整備・医療従事者派
新型コロナウイルス感染症対策事業
遣への支援等）
（新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従
事者派遣体制の確保事業）

重症患者の受入要請を行う場合に必要な医療従事者を派遣する医療機関に対して支援を
行う。

653,684

新型コロナウイルス感染により休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関へ医療従事者を派
遣する派遣元医療機関に対し補助を行う。

46,773

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診
療を行う医師等派遣体制の確保事業）

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
新型コロナウイルス感染の影響により厳しい診療状況となっている医療機関へ医師等を派遣す
（新型コロナウイルスに感染症の影響に対応した医
る派遣元医療機関に対し補助を行う。
療機関の地域医療支援体制構築事業）

44,872 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/jintekishien.html

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（院内感染対策に係る専門家派遣事業）

院内感染予防、もしくは発生した際の感染制御専門家派遣の決定、調整、研修等を行う。

10,862

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（外国人患者受入れのための設備整備事業）

外国人の新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れる医療機関に対し、多言語対応の掲
示板等設備費用を補助する。

320,176

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当
支給事業）

新型コロナウイルス感染症患者の治療に携わる医療従事者に特殊勤務手当を支給する医療
機関に対し補助する。

健康医療部

健康医療部

医療従事者への支援
新型コロナウイルス感染症対策事業
（新型コロナウイルス助け合い基金等） （新型コロナウイルス助け合い基金事業）
新型コロナウイルス感染症対策事業
（宿泊施設等借上げ費用補助事業）

助け合い基金の積立・医療従事者への支援金の贈呈を行う。
新型コロナウイルス感染症患者等の診察や治療に携わる医療従事者のために宿泊施設や住
居等を医療機関が借り上げる費用を補助する。
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1,977,849 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/tokushukinmuteate.html

2,370,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/kenisomu/coronakikin/index.html

630,720 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/shukuhakukakuhohozyo.html

部局

事業名

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

事業概要

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（宿泊療養体制確保事業）

療養者の宿泊療養に係る健康管理体制を確保する。

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（医療搬送体制等確保事業）

陽性者の入院調整にかかる患者搬送関連業務を行う。

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（自宅療養体制確保事業）

事業費（千円）

関連URL（案）

905,423

ー

92,120

ー

1,903,669

ー

174,607

ー

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
保健所から依頼のあった濃厚接触者及び検疫所から依頼のあった国内入国者に対し、健康
（濃厚接触者フォローアップセンター等運営事業） 観察等を実施する。

135,980

ー

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（外部人材の確保に要する費用）

526,000

ー

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（臨時施設整備事業）

健康医療部

自宅療養者等生活支援及び健康管理事業（自宅療養に係る軽症者等への配食サービス
等）を行う。

入院・療養体制の確保
（療養者支援、入院調整等への外部人
新型コロナウイルス感染症対策事業
材活用等）
民間救急や民間タクシーを活用し、安全かつ円滑な移送体制を確保する。（自宅等から医
（新型コロナウイルス感染症患者移送体制拡充事
療機関及び医療機関から医療機関への搬送）
業）

大阪コロナ重症センターの整備・運営

新型コロナ感染症対策実施にあたり、効率的な業務運営と人的資源の有効活用を図るた
め、人材派遣を活用する。
大阪コロナ重症センターの整備を行う。（リース料等）

1,292,842
http://www.pref.osaka.lg.jp/kansensho/coronajyusho/index.html

健康医療部

新型コロナウイルス感染症対策事業
（大阪コロナ重症センター運営費）

大阪コロナ重症センターを運営するとともに、同センター等で勤務する看護師の確保のため、
「人材バンク」の運営や医療機関への支援を実施する。

2,418,592

健康医療部

感染拡大時の病床確保
新型コロナウイルス感染症対策事業
（施設整備への支援・受入協力金の支
（一時受入協力金給付事業）
給）

急激な感染拡大時に、重症病床等の確保に向けて施設整備を行う医療機関に整備費を補
助する。また、緊急的にコロナ患者を受け入れる病院に、協力金を支給する。

4,000,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/2019ncov/ukeirekyoryokukin.html

健康医療部

大阪はびきの医療センター整備事業費

―

大阪はびきの医療センターの現地建替整備に要する資金を大阪府立病院機構に貸し付け
る。

4,566,108 http://www.ra.opho.jp/hospital/3720/

危機管理室

新型コロナウイルス感染症宿泊施設確
保等事業費

―

新型コロナウイルス感染症の軽症者に係る宿泊施設を確保、運営するとともに、軽症者を宿
泊施設へ搬送する。

7,693,566

3

ー

事業内訳
部局
事業名
（複数事業をまとめている知事重点のみ
事業概要
予算事業を記載）
〇感染拡大の防止とクラスター対策の強化（事業所や施設の感染防止策の推進、医療機関・福祉施設内のクラスター対策の強化など）
危機管理室

新型コロナウイルス感染症感染拡大防
止対策事業

府民文化部

大阪府立大学運営費交付金
大阪府立大学・大阪市立大学感染症研
（大阪府立大学・大阪市立大学感染症研究推
究推進事業
進事業）

事業費（千円）

関連URL（案）

新型コロナウイルス感染症について、感染拡大の抑制と社会経済活動の維持の両立を図るた
め、感染拡大防止に向けた取組を行う。

55,495 http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/sengensticker/index.html

感染症に強い都市づくりをめざし、大学が有する理系・文系の幅広い分野の知を結集し、大
阪府・市の政策決定・課題解決につなげていくため、感染症に関する調査研究を行う。

34,900

社会福祉施設等応援職員派遣支援事業費

社会福祉施設等（入所・居住系）の福祉専門職員等が不足した場合、利用者へのサービ
ス提供を継続するため、他の社会福祉施設等から応援職員を派遣する体制を整備することによ
り、府民生活のセーフティネット機能を強化する。

76,987 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/coronasien/index.html

福祉部

社会福祉施設等感染症予防重点強化事業費

重症化リスクの高い高齢者が入所・利用する施設等をはじめとした社会福祉施設等のクラス
ター発生を予防し、社会基盤である福祉サービスを停滞させることのないよう、新型コロナウイルス
感染症をはじめとするあらゆる感染症予防対策を重点的に強化する。

11,326

福祉部

地域医療介護総合確保基金（高齢者福祉事
感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等が、必要な介護サービスを継続して提供
業）（介護サービス事業所のサービス提供体制確 できるよう、通常の介護サービス提供時では想定されないかかり増し経費等に対して支援を行う
保事業）
とともに、緊急時の応援派遣に係る体制を構築する。

656,961

福祉部

福祉部

福祉部

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策費

地域医療介護総合確保基金（高齢者施設事
業）（介護施設等における新型コロナウイルス感
福祉施設における感染防止策の推進
（衛生用品購入、個室化経費・換気設 染拡大防止対策支援事業）
備等設置経費の補助、応援職員派遣
等）
介護施設等感染拡大防止対策支援事業

介護施設等における感染拡大防止のため、簡易陰圧装置の設置、多床室の個室化改修や
ゾーニング環境等の整備について補助を行う。

介護施設等における感染拡大防止のため、換気設備の設置について補助を行う。

2,975,476

ー

ー

http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/seibijyouhou/chiikiiryoukaigo.html

25,920

障がい福祉サービス等事業者継続支援事業費

障がい福祉サービス施設・事業所等が、感染機会を減らしつつ、必要な障がい福祉サービス等
を継続して提供できるよう、通常のサービス等の提供では想定されない、かかり増し経費等に対
して支援を行う。

385,455

ー

福祉部

児童福祉推進事業費
（新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業）

児童養護施設等における感染拡大防止のため、マスク等の衛生用品の購入に必要となる経
費や、個室化への改修に必要となる経費等を補助し、業務を継続的に実施していくことが可能と
なるよう支援を行う。

443,708

ー

福祉部

保育対策総合支援費等事業費
（新型コロナウイルス感染症対策事業）

府所管の認可外保育施設における感染拡大防止のため、通常のサービス等の提供では想定
されないかかり増し経費等に対して補助し、感染症への対応力を強化する。

7,000

ー

福祉部
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部局

事業名

（２）大阪経済・雇用を支える取組みの推進

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

事業概要

事業費（千円）

関連URL（案）

〇打撃を受けている産業に対する支援（資金調達支援、国内需要喚起など）
府民文化部

おおさか観光消費喚起事業

府民文化部

大阪文化芸術創出事業

商工労働部

中小企業向け制度融資
（新型コロナウイルス感染症関連融
資）

商工労働部

商工労働部

中小企業のDX支援事業

おおさか観光消費喚起事業費

新型コロナウイルス感染症の影響により大きな打撃を受け、未だ厳しい経営状況が続く観光関
連産業を継続的に支援するため、観光に対する需要喚起を図り、府内の観光消費を促進す
る。

550,000

大阪文化芸術創出事業費

新型コロナの感染拡大により、甚大な影響を受けているアーティストや演芸人、楽団など文化
芸術に携わる方々を、大阪市と連携して支援し、公演機会の創出に取り組むとともに、府民の
鑑賞機会の提供や大阪の文化魅力の発信に取り組む。

294,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/soshutsu-fes/index.html

中小企業向け融資資金貸付金

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者の資金繰りを下支えする
ための融資制度（新型コロナウイルス感染症関連融資）を実施する。（セーフティネット融資
3,000億円の枠内）

DX推進モデル創出事業費

府内中小企業のDX推進に向け、取組のキーとなる人材の育成や専門家派遣による伴走支
援を行い、具体的なアクションを起こすモデル事例を創出する。また、モデル事例を横展開し、中
小企業の生産性向上や競争力強化につなげる。

デジタル技術活用促進事業費

大阪府DX推進パートナーズ（府と協定を締結した民間企業）と連携して、府内中小企業の
課題解決に役立つデジタル技術を実体験する参加型イベントを開催し、中小企業を対象にデジ
タル技術でできることのイメージ、DX推進の勘所をつかむ機会を提供する。

ものづくりイノベーション等推進事業費
府内ものづくり中小企業の第4次産業革命及びDXへの対応をはじめとする技術革新を促進
（ものづくりイノベーション支援プロジェクト認定・助成
するため、府内ものづくり中小企業が行う初期の研究開発に助成金を交付する。
金）

商工労働部

商工労働部

大阪府中小企業支援交付金

―

商工労働部

商店街等モデル創出普及事業

―

健康医療部

勤務医の労働時間短縮に向けた体制の
整備に関する事業

―

大阪産業局が、企業ニーズ等に応じて機動的に事業を実施できるよう、府がこれまで実施して
きた事業の一部を移管するとともに、必要な事業費を一本化して「大阪府中小企業支援交付
金」を創設。大阪の中小企業支援機能の強化につなげる
地域商業や地域コミュニティの担い手として重要な商店街において、新しい⽣活様式（ニュー
ノーマル）に沿った「モデル創出」に取り組むとともに、その「成果の普及」に取り組む
医師に対する時間外労働の上限規制に向け、勤務医の労働時間の短縮に資する取組
みを行う医療機関に対し補助する。
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ー

77,559,500千円
http://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/seido001/index.html
の内数
42,530

ー

1,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/dx/index.html

16,658 http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/innovation-pj.html

218,229

ー

28,805 http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shogyoshinko/index.html
862,372

ー

部局

事業名

〇雇用を守る取組みの強化と新たな働き方への対応促進
総務部

非常勤職員緊急雇用対策事業

総務部

パソコン一斉シャットダウンシステム構築
事業

総務部
スマートシティ戦略部

庁内テレワーク推進事業

商工労働部

総務部

商工労働部

Osakaリモートワーク・モデルオフィス事
業

事業概要

事業費（千円）

関連URL（案）

非常勤職員緊急雇用対策事業費

新型コロナウイルスの影響により就労機会を失った者に対する支援として、一定の収入を確保
しつつ、将来の就労につなげることが可能な環境を確保するとともに、コロナ禍において高まる行政
ニーズに対応するため、非常勤職員の雇用を行う。

64,710 http://www.pref.osaka.lg.jp/jinji/hijyoukinnkinnkyuu/2021.html

パソコン一斉シャットダウンシステム構築事業費

時間外勤務の縮減と職員の意識改革に資する取組みの一環として、勤務時間終了時に職
員端末機の電源がシャットダウンするシステムを構築する。

53,911

ー

非常勤職員費
（非常勤嘱託員等）の一部

すべての職員がテレワークを本格実施できるよう、テレワークに知見や経験を有するIT副業人
材を活用して、定着化に向けた取組みを強化する。

7,100

ー

テレワーク推進事業費
（端末等整備費）
テレワーク推進事業費
（リモート接続基盤整備事業）

スマートシティ戦略部
スマートシティ戦略部

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

Osakaリモートワーク・モデルオフィス事業費

ニューノーマル時代の新しい生活様式の実践が求められている中、これまで実施してきたタブレッ
ト活用事業や在宅勤務推進事業での知見も継承しつつ、働き方改革の観点からも、緊急時だ
けでなく職員が「どこでも職場と同様に働く」ことができるよう、環境整備を進める。

ー

175,429

「都心に近い郊外のリモートオフィス」の社会実装モデルを検証・確立し、リモートワークの普及
促進及び郊外ニュータウンの活性化を図るため、民間事業者が泉北ニュータウンに設置するリ
モートオフィスの運営や利用に対する補助を実施する。

ー
10,126

ー

民間人材サービス事業者と連携した緊急
求職者緊急雇用促進事業費
雇用対策事業

コロナ禍において、経済活動の停滞により失業者が増加傾向にある中で、失業期間の長期化
を防ぐため、民間人材サービス事業者と連携して、緊急雇用対策を実施する。

2,585,676

ー

サテライトオフィスの拡充

―

職員が勤務時間を有効活用できるよう、大手前・咲洲庁舎内にサテライトオフィスを新たに設
置する。

―

ー

OSAKAしごとフィールドを軸とした総合
支援

―

女性、若者、高年齢者などコロナ禍での影響が大きい求職者をターゲットとして支援メニューを
重点化する。
454,757 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/20200213_00005.html

商工労働部

未経験業種への就職支援

―

コロナ禍における人材ニーズの高い業界や業種（IT業界、介護業界、製造業、運輸業、建
設業等）を中心に、求職者にとって経験の無い業種への就職を積極的に支援する。

商工労働部

公共職業訓練を通じた就職支援

―

コロナ禍においても企業に求められる産業人材を育成する科目の新設やコロナ離職者の人材
不足業界への業種転換を図る訓練の実施等を行う。

商工労働部

労働環境改善、労働支援体制の強化

―

商工労働部

就職氷河期世代就職支援事業費

―

中小企業のテレワーク活用に向けた支援やオンライン労働相談を行う。
就職氷河期世代の安定就業に向けて、府営住宅の空き室を利用して、入居者同士の交流
等のサポートを通じて社会人基礎力を養成することで職場定着の支援を行い、就職氷河期世
代の社会的・経済的自立につなげる。
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1,824,852

47,934

ー
http://www.pref.osaka.lg.jp/rodokankyo/telework_support/index.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/soudan/index.html

17,146 https://www.chan-ce.com/

部局

事業名

（３）くらしを支えるセーフティネットのさらなる充実

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

事業概要

事業費（千円）

関連URL（案）

〇府民生活を支える取組みの強化
NPO等社会課題解決活動支援事業費

新型コロナウイルス感染症の影響で顕在化した社会的な課題に対して、民間・NPO法人など
と連携し、早期に解決する取組みを推進する。

2,787 http://www.pref.osaka.lg.jp/suishin/npo/index.html

外国人材受入環境整備推進事業費

外国人材と府内中小企業を円滑につなぐ新たなマッチングの仕組みについて調査・検討を行う
とともに、官民連携による「地域協議会」を設置し、外国人材の受入環境整備や共生社会づく
りに関する効果的な取組みの推進を図る。

2,233 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/osaka-gaikokujinzai/index.html

外国人受入環境整備事業費

外国人に生活・就労等に関する情報提供や相談対応を一元的に行う相談窓口を運営する
（公財）大阪府国際交流財団（OFIX）に対し、補助を行う。

19,000 https://www.ofix.or.jp/life/japanese/

健康医療部

外国人医療体制整備事業費

府内に滞在する外国人が不慮の怪我や病気の際に、府内医療機関に円滑に受診できるよう
にするため、外国人医療対策協議会の設置や多言語医療通訳コールセンターの設置、トラブル
相談窓口の設置等を行う。

17,123 http://www.pref.osaka.lg.jp/hokeniryokikaku/osakagaikokujiniryo/index.html

福祉部

大阪府福祉基金設置運営費
（地域福祉振興助成金）

新型コロナウイルス感染症の影響で従来の地域活動が制限される中、支援が必要な府民の
孤立や不安を解消することを目的に、コロナとの共存（ウィズコロナ）に加え、コロナ終息後（ポ
ストコロナ）を見据えた地域活動モデルを開発し、府内に展開する。

40,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/sonota_tiikikatsudou/index.html

政策企画部

NPO等社会課題解決活動支援事業

政策企画部

府民文化部

外国人の受入環境整備

地域活動モデル開発事業

福祉部

地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福
介護施設の生産性向上や従事者の負担軽減、サービスの質向上を図るため、介護助手導
祉事業）
入や介護職員の専門性向上等によるチームケアを実践する。
（介護職チームケア実践力向上推進事業）

福祉部

地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福
介護従事者の業務負担軽減のため、介護事業者に対し介護ロボット機器導入費用の一部
祉事業）
を補助するとともに、普及啓発のための事業を実施する。
（介護ロボット導入・活用支援事業）

177,897 http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/kaigorobo/index.html

福祉部

地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福
介護従事者の業務負担軽減のため、介護事業者に対しICT機器導入費用の一部を補助す
祉事業）
る。
（ICT導入支援事業）

347,803 http://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/ict/index.html

福祉部

―

重度知的障がい者の地域生活を支えるグループホームを拡大するため、既に重度知的障がい
者を受け入れ、専門的な支援を実施しているグループホームを運営する法人の協力を得て、実
地研修やコンサルテーション等により、グループホームにおける支援力の向上を図る。

3,433 http://www.pref.osaka.lg.jp/shisetsufukushi/r02kiban01/index.html

―

重層的⽀援体制整備事業に係る基本的な考え⽅や体制構築の⼿法等についての理解を深
め、今後の事業促進につなげるため、市町村を対象に、関係部局や関係機関等を広く集めた研
修等を開催する。

1,486

ー

44,197

ー

介護・福祉人材の確保
（介護ロボット導入支援等）

重度知的障がい者地域生活支援体制
整備事業

福祉部

重層的⽀援体制構築後⽅⽀援事業

福祉部

地域医療介護総合確保基金事業による
介護・福祉人材の確保

―

新たに「介護助手導入事業」や「介護分野への就労・定着促進事業」を実施するなど介護・
福祉人材の確保に向けた取組の強化を図る。

福祉部

重度障がい者医療助成事業、ひとり親
家庭医療費助成事業、乳幼児医療費
助成事業

―

助成を必要とする方々がさらに安心して医療を受けられるよう補助基準を見直し、令和3 年4
月診療分から精神病床への入院について助成を拡充する。

商工労働部

障がい者雇用に向けた企業の取組促進
中小企業障がい者雇用ステップアップ支援事業
事業

低迷する中小事業主の雇用状況を改善するため、特定中小事業主（府内にのみ事務所・事
業所を有する従業員100人以下の事業主）に雇用推進計画書等の提出（努力義務）を求
めるハートフル条例の改正に併せ、特定中小事業主が障がい者雇用に向け着実にステップアップ
できるよう、雇用推進計画の作成や取組み内容の支援を行う。
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30,000

ー

16,826,837 http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/hukusiiryou/saikoutiku.html

7,293 http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/stepupsupport/

部局

事業名

〇心身の健康を支える取組みの充実

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

OSAKA女性活躍推進事業費
（女性のためのSNS相談の実施）

事業概要

事業費（千円）

関連URL（案）

男女共同参画の視点とSNS相談の技術及び知識を兼ね備えた相談員を育成するとともに、
SNS女性相談窓口を開設することにより、コロナ禍において課題を抱える女性に対する相談体
制の充実を図り、相談者の支援につなげる。

6,311 http://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/soudan-link/sns.html

1,344 http://www.pref.osaka.lg.jp/jinken/internet/torikumi.html

府民文化部

女性のためのSNS相談事業

府民文化部

インターネット上の人権侵害の解消推進 人権啓発等施策推進費
事業
（インターネット上の人権侵害の解消推進事業）

インターネット上の人権侵害、特にSNSにおける誹謗中傷や差別的書込みの解消を図り、府
民のネットリテラシーの向上を目指す

健康医療部

自殺対策強化事業
自殺対策強化事業費
（若年者層向けSNS相談体制整備） （若年者層向けSNS相談体制整備事業）

40歳未満の若年者層に対して、SNS相談を実施し、個別支援を必要とする対象者の具体
的な支援体制の構築に向けて、関係機関と連携し、多様な相談内容に対応できるよう相談窓
口を整備する。

25,638 http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/kokoro-hot-line/index.html

依存症対策強化事業

大阪依存症包括支援拠点「OATIS（オーティス）」を中心に、「普及啓発の強化」「相談支
援体制の強化」「治療体制の強化」「切れ目のない回復支援体制の強化」を４本の柱とした総
合的な依存症対策を推進する。

37,199 http://kokoro-osaka.jp/oatis/index.html

健康医療部

健康医療部
がん・肝炎対策の拡充・強化
健康医療部

依存症対策強化事業

妊孕性温存治療助成事業費
小児・AYA世代のがん患者が治療の際に行う妊孕性温存治療費の一部を助成する。また、
肝炎総合対策事業費（肝炎定期検査費用助成
重症化予防のため、ウイルス性肝炎患者等の定期検査に係る費用を助成する。
事業）

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/kanentaisaku/kanenteikikensa.html
20,830
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/ninyosei/index.html

健康医療部

不妊・不育症対策の推進

不妊・不育症対策事業

不妊症・不育症に悩む方の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費助成を拡充するとと
もに、不育症検査助成を創設する。あわせて、不妊症・不育症患者への総合的支援を推進す
るため、不妊専門相談センター（大阪市と共同運営）の機能を拡充する。

健康医療部

先天性風しん症候群対策事業

先天性風しん症候群対策事業

先天性風しん症候群の発生防止のため、妊娠を希望する女性やその配偶者等を対象とした
無料の風しん抗体検査や、市町村が実施している予防接種費用助成の補助を行う。

101,945 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/koutaikensa.html

健康医療部

新型インフルエンザ対策事業
（抗インフルエンザウイルス薬等の備
蓄）

新型インフルエンザ対策事業

新型インフルエンザ等対策特別措置法及び「大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画」に
基づき、引き続き新型インフルエンザに備えた対策を講じる。

737,658 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/sinfulu/index.html
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3,149,219 http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/boshi/josei.html

事業内訳
部局
事業名
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）
〇子どもたちの学びの保障、健やかな成長を育む取組みの推進
青少年・地域安全室

府民文化部

事業概要

SNS等に起因した青少年の被害防止対
青少年健全育成事業費＜政策的経費＞
策事業

SNS等に起因した青少年の被害を防止するため、特定の対象者に注意や警告を自動的に配
信するターゲティング啓発や、スマートフォンの所持率が上昇している小学生等を対象とした大学
生による出張講座等を実施する。

大阪府立大学・大阪市立大学等授業料等支援
大阪府立大学・大阪市立大学等授業料
事業費（大阪府立大学・大阪市立大学等授業
等支援事業
料等支援事業費）

国の高等教育の修学支援新制度に大阪府独自の制度を加え、大阪府立大学・大阪市立
大学及び工業高等専門学校の授業料等の支援（減免）を実施する。

教育庁

医療的ケア通学支援事業

府立学校において、通学中に医療的ケアが必要なため、通学が困難な児童生徒の学習機会
を保障することを目的に、介護タクシー等に看護師等が同乗し、児童生徒の医療的ケアを実施
することにより通学を支援する。

福祉部

医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業
費

多様化する障がい児者のニーズを的確に把握し、きめ細かで適切な支援につなぐための知識・
技能を有する「医療的ケア児等コーディネーター」及び、地域における医療的ケア児等に対応で
きる「医療的ケア児等支援者」の養成を行う。

医療的ケア児等に対する総合的支援

事業費（千円）

関連URL（案）

2,879 http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/jorei/firutaring.html

1,543,255 http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/musyo/index.html

533,290 http://www.pref.osaka.lg.jp/shienkyoiku/ikea_tuugaku/index.html

1,536 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/iryotekicareco.html

福祉部

障がい者相談事業費
保健、医療、福祉及び教育等の医療依存度の高い重症心身障がい児者等の支援に関わる
※医療依存度の高い重症心身障がい児者等支援 関係機関の協議の場を設置し、市町村域等の協議の場とも連携して、府域全体の医療的ケア
部会
児の支援体制の構築につなげる。

504 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/zyuusinnbuukai.html

福祉部

障がい児等療育支援事業費（重症心身障がい児 重症心身障がい児を受け入れる事業所に対して、福祉面・医療面での支援技術向上を図る
支援）
ため、研修や事例検討、実習、助言、専門相談等の支援を実施する。

3,409 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/shogaijitoryoiku.html

福祉部

児童虐待対策費
（SNSを活用した児童虐待防止相談事業）

児童虐待の未然防止・早期発見・早期対応を図る取組の1つとして、気軽に悩みを相談でき
る環境整備のため、大阪市・堺市と共同で、大阪府在住の子ども及び保護者を対象とした
LINE相談窓口を設置する。

62,926 http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/soudanline/index.html

子ども家庭センター改修費

子ども家庭センターの建物の内部改修及び移転にかかる実施設計を行い、児童の安全確保
に努める。

13,285 http://www.pref.osaka.lg.jp/kodomokatei/jigyou/index.html

福祉部

福祉部

児童虐待対応の拡充・強化
（SNSを活用した児童虐待防止相談
事業等）

里親委託推進事業

福祉部

里親委託推進事業費
里親制度の普及や新規里親の開拓、里親への委託等の更なる推進を図るため、里親支援
（里親委託推進・支援等事業、里親登録推進事 機関の取組みを充実させるとともに、児童養護施設等が里親支援を実施する場合の、里親の
業、里親への委託前養育支援事業）
新規登録等の実績に応じた加算の活用等に取り組む。

子どもの貧困緊急対策事業費補助金

各市町村における地域の実情に応じた子どもの貧困対策にかかる施策立案、課題解決を図
るため、補助金を交付する。

250,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/kodomo-hojokin/index.html

子ども輝く未来基金事業費

子どもの貧困対策を社会全体ですすめるという機運を高めるとともに、府民の善意の受け皿と
する「子ども輝く未来基金」を活用し、子どもたちに直接届く支援として、学習教材や体験活動へ
の助成などの事業を実施する。

117,970 http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/kodomo-mirai/

子どもの貧困対策事業
福祉部

210,943 http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/satooyaseido/index.html
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部局

教育庁

教育庁

教育庁

事業名

府立学校スマートスクール推進事業

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）
府立学校スマートスクール推進事業費

事業概要
ICTを活用した新時代の教育を実現するため、府立学校に児童生徒１人１台端末や高速
大容量の通信ネットワーク等のICT環境整備と教員や児童生徒への支援等の充実を図る。

事業費（千円）

1,973,684

関連URL（案）

ー

私立高等学校等生徒授業料支援補助 私立高等学校等生徒授業料支援補助金

大阪の子どもたちが、中学校卒業時の進路選択の段階で、家庭の経済状況にかかわらず、自
らの希望や能力に応じて自由に学校選択できる機会を保障するとともに、学校間の切磋琢磨を
促し、大阪の教育力の向上を図るため、授業料支援補助事業を実施する。

小学生新学力テスト事業

小学生新学力テスト事業

府内児童一人ひとりがすべての教育活動の基盤となる言語能力、読解力、目標に向かって頑
張る力等、生涯にわたる学力を着実につけるため、府内公立小学校５・６年生を対象に新たに
学力テストを実施する。

298,347

430,939 http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/sc_haitijigyou/index.html

15,016,522 http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/shigakumushouka/

ー

教育庁

スクールカウンセラー配置事業

スクールカウンセラー配置事業

コロナ禍で深刻化する小学校の児童の心のケアや保護者等の悩みの相談、教職員への助
言・援助等を行い、学校教育相談体制をより一層充実させるため、スクールカウンセラーを拡充
する。

教育庁

SNS活用相談体制調査研究事業
（児童生徒の相談対応）

SNS活用相談体制調査研究事業費

いじめを含む様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談対応の充実を図るため、SNS等を活
用した相談体制の有用性を実証する。

預かり保育助成事業

私立幼稚園振興助成費
（預かり保育助成事業）

私立幼稚園が保育の受け皿としての役割を強化し、新型コロナウイルスの影響による働き方の
変化を含めた保護者の多様なニーズに応えられる預かり保育を実施できるよう支援する。

553,150 http://www.pref.osaka.lg.jp/shigaku/youchien/joseigakuichiran.html

教育庁

スクールサポートスタッフ及び学習⽀援員
配置事業費

―

府⽴学校において、新型コロナウイルス感染症対策の消毒作業や臨時休業等による学習の
遅れを取り戻すためにスクールサポートスタッフ・学習⽀援員を配置することで児童⽣徒⼀⼈ひと
りにあったきめ細かな対応を実現し学校教育活動の継続を図る。また、スクールサポートスタッフを
配置する市町村に対し、その経費の⼀部を補助する。

453,079

ー

教育庁

大阪市立高等学校一元化関連事業費

―

361,097

ー

教育庁

令和４年４月に大阪市立の高等学校等２４校を大阪府に移管する。
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26,088 http://wwwc.osaka-c.ed.jp/matters/consultation/sukoyaka/index.htm

部局

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

事業名

■ポストコロナに向けた大阪の再生・成長

事業概要

事業費（千円）

関連URL（案）

（４）ポストコロナの大阪の再生・成長に向けた取組みの加速
〇ポストコロナの成長をけん引する産業の創出、イノベーションの促進（健康・医療関連産業の拠点形成の推進、スタートアップエコシステムの構築など）
商工労働部

商工労働部

健康・医療関連産業の世界的クラス
ター形成

北大阪健康医療都市形成推進事業費

府の成長産業（ライフサイエンス産業）の拠点と位置付けている北大阪健康医療都市（健
都）において、健康医療関連企業等の集積と健都内外と連携した医療クラスター形成をめざ
す。

6,314 https://osaka-bio.jp/advance/kento/

グローバルバイオコミュニティ推進事業費

国が進める「グローバルバイオコミュニティ」の候補である関西圏の将来計画に、大阪の課題や
取組等を打ち込み、その実現を通じて、大阪の成長戦略で掲げる「健康医療関連産業の世界
的クラスター形成」を後押しするとともに、健康医療関連産業のリーディング産業化をめざす。

5,962

商工労働部

ライフサイエンススタートアップ・エコシステム検討事業 ライフサイエンス分野におけるスタートアップ・ベンチャーの起業及び成長を促進するため、彩都・
費
健都・中之島（未来医療国際拠点）が連携した大阪独自のエコシステムについて検討する。

商工労働部

大阪府中小企業支援交付金
国の支援機会や「大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム」メンバーのリソースを最大限に
（大阪スタートアップ・エコシステム拠点都市構築事 活用し、情報ハブ機能の強化を図るとともに、伴走体制を確保し、大阪のエコシステムを強化す
業）
る。

商工労働部

スタートアップ・エコシステムの構築に向け 大阪起業家グローイングアップ事業費
（大阪産業局への大阪府中小企業支援交付金
た取組み
含む）
大阪府中小企業支援交付金
（成長志向創業者支援事業費）

商工労働部

商工労働部

商工労働部

空飛ぶクルマ社会実装推進事業

バイオプラスチックビジネス等推進事業

商工労働部

商工労働部

中小企業のDX支援事業

リーディングカンパニーの育成・輩出をめざし、スタートアップを対象としたビジネスのノウハウを身に
つけるプログラムを実施する。また、首都圏の支援者等とつなぎ、大阪に居ながら成長に必要な
情報、ネットワークを得られる環境を整備する。

空飛ぶクルマ社会実装推進事業費

2025年万博での実現が期待される「空飛ぶクルマ」について、実用化に向けた取組みを加速
するため、「空の移動革命社会実装大阪ラウンドテーブル」を活用し、専門・実践的な協議を通
じた経験・知見の集積や、課題・運航ルート等の調査、実証実験に対する補助を行う。

バイオプラスチックビジネス等推進事業費

2050年「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実現に向けて、2030年のSDGs達成に貢献するた
め、 2025年大阪・関西万博での発信をめざし、府内の主要産業の一つであるプラスチック製品
製造業を中心とした府内中小企業のバイオプラスチック製品の研究開発を支援する。

DX推進モデル創出事業費

府内中小企業のDX推進に向け、取組のキーとなる人材の育成や専門家派遣による伴走支
援を行い、具体的なアクションを起こすモデル事例を創出する。また、モデル事例を横展開し、中
小企業の生産性向上や競争力強化につなげる。

デジタル技術活用促進事業費

大阪府DX推進パートナーズ（府と協定を締結した民間企業）と連携して、府内中小企業の
課題解決に役立つデジタル技術を実体験する参加型イベントを開催し、中小企業を対象にデジ
タル技術でできることのイメージ、DX推進の勘所をつかむ機会を提供する。

ものづくりイノベーション等推進事業費
IoT等、第4次産業革命及びDXへの対応をはじめとする技術革新を促進し、府内ものづくり
（ものづくりイノベーション支援プロジェクト認定・助成
中小企業の競争力強化を図る。
金）

商工労働部

環境農林水産部

環境農林水産部

大阪産（もん）スタートアカデミー運営
事業

5,737 http://www.pref.osaka.lg.jp/bio/life_startup/kentou.html

24,985

ー

31,534 http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/start-apper/

17,821

http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/shokishien/
http://www.pref.osaka.lg.jp/shogyoshien/hattenshien/

20,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/evtol/index.html

9,083 http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/baio-koubo/index.html

42,530

ー

1,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/dx/index.html

http://www.pref.osaka.lg.jp/mono/sangakukan/innovation-pj.html
16,658
https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000001OFSVEA4

大阪農業つなぐプロジェクト事業費

「大阪農業つなぐセンター」を設置し、半農・半Ｘやテレワークの隙間時間を活用した農業を広
く普及啓発するとともに農業体験等の受け入れ農家の紹介により多様な担い手を確保する。ま
た、コロナ禍で副業等に農業を取り入れる企業等を登録し、農作業請負等により農業現場にお
ける労働力を確保する。

2,691

ー

農の成長産業化推進事業費
（経営強化チャレンジプロジェクト事業）

大阪農業のさらなる強化・産地維持発展のため、若手農業者団体等を中心に手作り
（DIY）でスマート農業設備を導入できるよう、研修会の実施やDIYのための大型工具の購入
等に対し補助する。

1,700

ー

大阪府の重点品目を中心に毎年2 品目を選定し、産地農業者のもとにおける実践的な栽培
研修と外部講師等による座学研修を実施することにより、新規就農に必要な知識と技術の習得
を図る。さらに、市町村やＪＡグループ等の関係機関と連携し、研修プログラム修了後の農業
参入に必要となる農地や販路の斡旋に関するサポートを行うことにより、産地でのスムーズな就
農に向けた支援を行う。

4,700

ー

農業の担い手創出・経営力強化事業

環境農林水産部

府内起業支援機関から推薦を受けたビジネスプランのコンテストを通じ、有望起業家の発掘か
らハンズオン支援までの一貫した支援を実施する。

ー

―
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事業内訳
部局
事業名
（複数事業をまとめている知事重点のみ
事業概要
予算事業を記載）
〇内外から人々や投資を引きつけるまちづくりの推進（IR誘致の推進、都市魅力・都市空間の創造、都市インフラの形成、二酸化炭素排出量実質ゼロに向けた取組みなど）
スマートシティ戦略部

ＩＲ推進局

府民文化部

事業費（千円）

関連URL（案）

スーパーシティ推進事業

スーパーシティ推進事業費

「うめきた２期地区」と「夢洲地区」において、最先端技術を活用し、規制改革を伴う複数分
野のスマート化の取組を実装し、未来の暮らしを先行実現する「まるごと未来都市＝スーパーシ
ティ」を形成するため、スーパーシティ基本構想の策定等を行う。

IR事業化推進事業

IR事業化推進事業費
（企画・推進）

大阪・関西の持続的な経済成長のエンジンとなる世界最高水準の成長型IRの実現に向け、
事業者公募や区域認定申請に向けた取組みを行うとともに、ギャンブル等依存症対策などIR立
地に伴う懸念事項の最小化及び地域の合意形成に向けた府民理解の促進等を図る。

中之島GATEターミナル整備事業

水と光とみどりのまちづくり推進事業費
（舟運拠点空間づくり事業（中之島GATEターミ
ナル整備））

川と海の結節点や観光名所への誘客拠点としての、中之島GATEターミナル（サウスピア）の
整備に向けた測量及び概略検討を行う。

15,000

ー

53,240

ー

ー

28,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/tokku/tokku-all/su-pa-siteli.html

125,727 http://www.pref.osaka.lg.jp/bu_irsuishin/

府民文化部

おおさかプロモーション推進事業

おおさかプロモーション推進事業費

ポストコロナの大阪の再生・成長に向け、万博をインパクトに取組みを加速させるため、府内各
地のエンタメや食などの観光魅力を広くプロモーションし、国内外からの誘客・府内周遊の促進を
図る。

府民文化部

大阪周遊促進事業

大阪周遊促進事業費

来阪旅行者の大阪府域への周遊性の向上を図るため、多様な客層が世界遺産百舌鳥・古
市古墳群など府内の魅力を満喫できるよう、バスツアーの実証事業を実施する。

20,000

府民文化部

万博記念公園駅前周辺地区活性化事
万博記念公園駅前地区事業者誘致業務
業

大規模アリーナを中核とした大阪・関西を代表する新たなスポーツ・文化の拠点づくりを推進
し、スポーツ・文化の振興はもとより、経済の活性化につなげる。

80,576 http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/ekimae/index.html

府民文化部

新大学学舎整備事業

新大学基本構想に基づき、新大学運営に必要な学舎の整備、改修にかかる費用等について
大阪府・大阪市が補助を行う。

1,146,051 http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/koritsudai_osaka/shindaigaku_kihon.html

―

新大学の設置に向け、システム等の環境整備や認知度向上に向けたＰＲ等の取組みを支援
する。

1,226,741 http://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/koritsudai_osaka/index.html

―

来阪旅⾏者に安⼼で安全な宿泊を提供できる環境づくりとして、各施設における、⾼度で付
加価値の高い非接触対応や、換気対策などの設備投資等の新型コロナ感染防止対策のほ
か、多言語化や通信環境の整備などのおもてなし環境整備に向けた取組みを⽀援する。

20,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/toshimiryoku/shukuhaku-kansenhojo/index.html

17,025 https://sports.pref.osaka.jp/

328,421 https://www.expo70-park.jp/

府民文化部

大学統合関連

府民文化部

宿泊施設おもてなし環境整備促進事業
費補助金

新大学学舎整備事業費

府民文化部

スポーツツーリズム創出事業

―

大阪が有するスポーツ資源を活用して、スポーツツーリズムを推進するとともに、多くの人々にス
ポーツに触れる機会を提供するため、在阪スポーツチーム等と連携し、スポーツコミッションを設⽴
する。

府民文化部

万博記念競技場の改修

―

「万博記念競技場」の⽇本陸上競技連盟公認の第2種陸上競技場としての機能を維持する
ため、トラックの全面改修工事等を実施する。

商工労働部

環境農林水産部

環境農林水産部

脱炭素化に向けた取組み

燃料電池バス導入促進事業費

2025年大阪・関西万博を見据え、企業版ふるさと納税を活用し、府内事業者における燃料
電池バスの早期導入を支援する。

53,500

森林整備促進事業費
※大阪府内産木材利用促進モデル事業

樹木の成長過程で二酸化炭素を吸収し炭素を貯蔵する性質をもつ木材の利用拡大のため、
府有施設において府内産木材（国産木材の一部利用も可）を活用した木質化モデル事業を
実施し、市町村での利用促進を図る。

61,410 http://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/shinrinkankyozei/jouyozei.html

環境保全基金事業費
（環境・エネルギー技術シーズ調査・普及啓発事
業）

2050年二酸化炭素排出量実質ゼロや大阪ブルー・オーシャン・ビジョンなどの長期目標達成
に資する将来技術シーズ及び国内外のニーズを調査し、府民や事業者への普及・啓発を行うこ
とにより、各主体の行動を促進する。

16,259
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ー

ー

部局

事業名

都市整備部

都市整備部

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）
モノレール道整備費（建設）

道路・鉄道ネットワークの整備（淀川左
国直轄事業負担金
岸線延伸部・なにわ筋線・大阪モノレー
※淀川左岸線延伸部の整備促進
ル延伸）
大阪圏鉄道網整備費
※なにわ筋線の整備促進

都市整備部

事業概要
既存の鉄道を環状方向に結節し、広域的な鉄道ネットワークを形成するとともに、沿線地域の
活性化に寄与する大阪モノレールの延伸に関する工事・設計等を進める。
広域的な高速道路ネットワークのミッシングリンクの解消に向けて、大阪・関西の成長のために
必要なインフラである、淀川左岸線延伸部について調査・設計および支障物件移設工事等を
進める。(事業主体：国土交通省、阪神高速道路㈱、西日本高速道路㈱)
国土軸上の新大阪や大阪都心部（キタ・ミナミ）と関西国際空港や大阪南部地域間のアク
セス強化等に資するなにわ筋線の整備促進を図る。（整備主体：関西高速鉄道㈱、運行主
体：西日本旅客鉄道㈱・南海電気鉄道㈱)

事業費（千円）

関連URL（案）

4,197,800 http://www.pref.osaka.lg.jp/toshikotsu/osakamonorail-enshin/index.html

200,000

http://www.pref.osaka.lg.jp/doroseibi/kansendouro/index.html#linkyodogawasaganens
hin

1,782,768 http://www.pref.osaka.lg.jp/toshikotsu/naniwasuzisen/index.html

―

府道大阪高槻京都線からJR 岸辺駅までの0.3ｋｍの区間（岸部中工区）については、令
和３年度に完成し、供用する。また、JR岸辺駅から十三高槻線までの0.5ｋｍの区間（岸部
南工区）については、令和３年度から着手する。

86,900

ー

73,000

ー

都市整備部

道路ネットワークの充実・強化（都市計
画道路豊中岸部線）

都市整備部

道路ネットワークの充実・強化（都市計
画道路大阪河内長野線）

―

(旧)府道大堀堺線から府道大堀堺線まで0.5㎞の区間（天美東工区）について、令和3
年度から着手する。

都市整備部

鉄道ネットワークの充実・強化（連続立
体交差事業の推進）

―

鉄道を高架化することで、「開かずの踏切」による交通渋滞や踏切事故を解消するとともに、鉄
道により分断されている市街地の一体化を図り、安全で快適なまちづくりを推進する。

9,804,023 http://www.pref.osaka.lg.jp/toshikotsu/osakafurenritsu/index.html

都市整備部

インフラの有効活用とマネジメントの推進
（府営公園の新たな管理運営制度によ
る次期指定管理者等の公募の実施）

―

令和元年度に実施した事前事業提案募集で民間からいただいた提案内容や外部有識者等
の意見を踏まえ、募集要項を策定し、令和３年度より公募を実施する。

ー

大阪港湾局運営費負担金
（集貨機能強化対策事業費）

http://www.pref.osaka.lg.jp/koen/shiteikanri/aratanakannriunei.html

府営港湾及び大阪港それぞれの強みを活かした戦略的な集貨インセンティブを創設し、相互
で連携させることで、取扱貨物量の増加・大阪みなとの国際競争力の強化による大阪経済の成
長を図る。

9,000

ー

513,000

ー

ー

大阪港湾局

港湾の国際競争力強化事業

大阪港湾局

港湾機能の強化（堺泉北港汐見沖地
区 (泉大津ﾌｪﾆｯｸｽ) 岸壁等整備工事
など）

―

堺泉北港では、助松・汐見沖地区の埠頭再編を進め、モーダルシフトの更なる進展に対応す
るため、内航RORO等の機能強化に向け、汐見沖地区に新規岸壁（-12m）[国直轄事業]
を整備し、中古車ヤード拡充・集約化を図ります。

大阪港湾局

港湾機能の強化（堺泉北港汐見地区
汐見３号岸壁 改修工事）

―

安全性の確保と更なる荷役機能向上を図るため、汐見地区汐見３号岸壁の改修工事を行
う。

240,000

大阪港湾局

港湾機能の強化（堺泉北港 汐見沖地
区(泉大津ﾌｪﾆｯｸｽ) 整備事業）

―

夕凪2号岸壁の整備に合わせて、背後地整備に必要な上下水道整備工事等、所要のインフ
ラ整備を実施する。

635,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/phoenix-hiroba/index.html

大阪港湾局

港湾機能の強化（阪南港 阪南２区
(ちきりｱｲﾗﾝﾄﾞ) 整備事業）

―

企業誘致を促進するために、第１期保管施設用地の埋立業務が完了した区画から埋立竣
功測量を行う。併せて道路詳細設計や上下水道整備工事等、所要のインフラ整備を実施す
る。

298,100 http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/jigyo/hannan2ku-seibijigyo.html

大阪港湾局

港湾機能の強化（港湾施設の維持管
理など）

―

施設の機能や安全性を的確に把握し、大阪府都市基盤施設長寿命化計画に基づき適切な
維持管理を推進する。

4,249,033

ー

―

堺泉北港及び大阪港を発着するフェリーの利用者（府民）を対象に乗船料を一部補助す
る。また、フェリー会社４社と、大阪港湾局が一体となって旅客船の快適性や安全性、利便性を
PR することにより、知名度を向上させ、大阪“みなと”の活性化を図る。

7,136

ー

大阪港湾局

府市港湾一体となった旅客船の利用促
進（フェリー体験クルーズの実施）

住宅まちづくり部

グランドデザイン推進費
（新しいまちづくりのグランドデザイン検討事業）

社会情勢の変化を踏まえ、「グランドデザイン・大阪」・「グランドデザイン・大阪都市圏」の考え
方を整理・統合し、2050年を目標年次とする大阪全体の都市空間の姿について検討を行う。

7,331 http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/granddesign/

住宅まちづくり部

グランドデザイン推進費
（大阪城・周辺エリア推進事業）

「大阪城東部地区のまちづくりの方向性」を踏まえ、大阪市・地権者等とともに、大阪の成長に
寄与するまちづくりを推進する。

3,131 http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/osakajyo-sincyoku/index.html

グランドデザイン推進費
（新大阪・大阪エリア推進事業）

スーパー・メガリージョンの西の拠点として大阪の成長・発展を牽引することが期待される新大阪
駅周辺地域について、府市共同で、リニア等の全線開業による波及効果を活かしたまちづくりの
将来像を検討する。

グランドデザイン推進費
（広域ベイエリアまちづくり推進事業）

大阪府、大阪市及び堺市が連携しベイエリアの活性化を図るため、「大阪広域ベイエリアまちづ
くりビジョン」の実現に向けた検討を行う。

うめきたまちづくり推進費

うめきた2期区域において、「みどり」を中心とし、斬新で独自性が高く、世界に強く印象付ける
「大阪の顔」となる都市空間をもつまちづくりを実現させる。

住宅まちづくり部

グランドデザインの推進
（新しいまちづくり、大阪城東部 ・新大
阪駅周辺・ベイエリアのまちづくり）

住宅まちづくり部

住宅まちづくり部

うめきたまちづくり推進事業
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10,465 http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/shin-osaka/index.html

4,568 http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/osakakouikibeieria/index.html

187,953 http://www.pref.osaka.lg.jp/daitoshimachi/umekita2ki/

部局

事業名

〇先端技術の活用によるスマートシティ化の推進
スマートシティ戦略部

都市OS構想検討事業

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

都市OS構想検討事業費

事業概要

スマートシティの実現にあたり、利用者の利便性等の観点から、各プラットフォーム上で運用され
ているアプリの相互利用やデータの流通を促す仕組み（大阪府版都市ＯＳ）の構築をめざす。

事業費（千円）

10,201 http://www.pref.osaka.lg.jp/senryaku_kikaku/proposal-cityos/index.html

スマートシティ推進基盤構築調査事業費
(「大阪版パーソナルデータバンク（仮称）」のあり方
検討事業)

スマートシティ戦略部

スマートシティ推進基盤構築調査事業

スマートシティ推進基盤構築調査事業費
(「大阪スマートシニアライフ事業（仮称）」の推進
体制検討事業)

http://www.pref.osaka.lg.jp/senryaku_kikaku/proposal-pdbk/index.html
健康・医療関連を中心としたデータ基盤となる「大阪版パーソナルデータバンク（仮称）」のあ
り方や、オンラインによって高齢者のニーズに応じたサービス提供を可能とする「大阪スマートシニア
ライフ事業（仮称）」に関する調査、出生時から高齢期までライフステージを通じたヘルスケア分
野等のデータを活用するデータヘルス事業の推進などを実施し、府民の生活の質（QoL）向上
に資するよう、スマートシティにおけるデータ利活用推進基盤体制の構築をめざす。

27,680 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiiki_tokku/smart-senior_life/index.html

スマートシティ推進基盤構築調査事業費
(データヘルス・データ連携拡充モデル事業)

スマートシティ戦略部

スマートシティ戦略部

公民共同スマートシティ推進事業

行政手続きオンライン化推進事業

スマートシティ戦略部

ー

公民共同スマートシティ推進事業費

民間等（企業・研究機関・団体）との共同実施により、大阪の社会的課題に大きく貢献する
ことが期待される事業について、ニーズや効果等の調査・検証を行う。

10,036 http://www.pref.osaka.lg.jp/smart_somu/partnersforum/index.html

行政DX推進事業費
（行政手続きオンライン化推進事業）

行政DXを推進するため、より効果の高い手続きを中心に業務フローの見直し（BPR）を実
施するとともに、クラウドサービス等を活用し、申請・届出等にかかるオンライン手続きの拡大を進
める。（5年以内に年間5,000件以上（全体の約90％）の手続きのオンライン化をめざ
す。）

21,035

スマートシティ戦略推進アドバイザー事業費

府域全体でスマートシティを進めるため、システム共同化（共同調達）の実施や先進事例の
横展開など人材面・技術面で不安を抱える市町村に対し、スマートシティ戦略推進アドバイザー
の専門的な知見を活かし、 府として積極的にサポートする。

10,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiiki_senryaku/adviser/index.html

スマートシティ戦略推進補助金

先端技術を利用した住民の生活の質（QoL）の向上及び都市機能強化などに取り組む市
町村に対して補助金を通じて支援する。

40,214 http://www.pref.osaka.lg.jp/digital_gyosei/hozyokin/index.html

市町村デジタル化支援事業
スマートシティ戦略部

関連URL（案）
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ー

事業内訳
部局
事業名
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）
〇万博成功に向けた準備、SDGs先進都市をめざす取組みの加速

事業概要

政策企画部

2025年日本国際博覧会推進事業

2025日本万国博覧会推進事業費

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の成功に向け、引き続き地元自治体として担
うべき開催準備等を推進する。

政策企画部

SDGs推進事業

SDGs推進費

「Osaka SDGs ビジョン」に基づき、万博に向け、SDGsの更なる浸透を図るため、庁内各部
局や市町村などの自律的取組みの強化や新たなステークホルダーの掘り起こしを促進する。

いのち輝く未来社会をめざすビジョン推進費

2025年に大阪がめざす未来社会の姿を掲げた「いのち輝く未来社会をめざすビジョン」の実現
のため、ビジョンの共有・浸透を図るとともに、大学等の研究機関の知見の活用や、「10歳若返
りプロジェクトアドバイザー会議」での施策評価を通じて、取組の推進と深化を図る。

政策企画部

いのち輝く未来社会をめざすビジョン推
進事業

福祉部
大阪ええまちプロジェクト事業
福祉部

事業費（千円）

3,168,398 http://www.pref.osaka.lg.jp/bampakuyuchisuishin/banpakukettei/

2,277 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku_keikaku/sdgs/

12,425 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku_keikaku/inochi_v/

地域医療介護総合確保基金事業費（高齢者福
地域の多様な主体の支えあいによる地域包括ケアシステムを構築するため、府民の「地域の支
祉事業）
え合い活動」参加への機運の醸成、先進的な活動を行っているNPO等の基盤強化等、総合的
（大阪ええまちプロジェクト）
に市町村を支援する。

23,406

上記の事業を拡充し、自治体のSDGsの推進に資する取組みとして、新たな地域活動の担い
手の創出や、市町村が住民主体型サービスの創出等を円滑に実施できるよう支援を実施する。

14,100

生活支援体制整備推進支援事業

関連URL（案）

http://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/eemachi/index.html

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/kenkatsu10/
健康医療部

おおさか健活10推進プロジェクト事業

健康寿命延伸プロジェクト事業

健康寿命の延伸と健康格差の縮小をめざし、「健活10」〈ケンカツテン〉の展開、健活おおさか
推進府民会議を中心とした気運醸成及び主体的な健康づくり活動の実践促進等に取り組む。

71,825
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/kenkatsu_community/index.html

健康医療部
市町村国保予防・健康づくり支援の強
化
健康医療部

保健事業費
（特定健診受診率向上プロジェクト事業)

特定健診受診率等の向上のため、市町村国保加入者に対する健康予測モデルの提供や効
果的なプロモーションを検討するとともに、かかりつけ医による特定健診の実施状況や市町村との
連携状況を把握する。

127,587

ー

保健事業費
（国民健康保険ヘルスアップ支援事業）

市町村国保保健事業の質の向上を図り、被保険者のQOLの維持・向上をめざすための支援
を実施する。

36,899

ー

健康医療部

府民の健康づくりに対する意識の高揚と実践を促すとともに、医療費適正化を効果的に実施
健康づくり支援プラットフォーム整備等事 保健事業費（健康づくり支援プラットフォーム事業
することを目的に、インセンティブを活用した健康づくり事業を実施するための「おおさか健活マイ
業
費）・健康づくり支援プラットフォーム整備等事業費
レージ アスマイル」を展開する。

健康医療部

受動喫煙防止対策推進事業

商工労働部

商工労働部

SDGsビジネス創出支援事業

バイオプラスチックビジネス等推進事業

商工労働部

環境農林水産部

脱炭素化に向けた取組み

環境農林水産部

環境農林水産部

都市緑化を活用した猛暑対策事業

704,031 http://www.pref.osaka.lg.jp/kokuho/platform/asmile.html

たばこ対策推進事業費

改正健康増進法及び大阪府受動喫煙防止条例に基づき、望まない受動喫煙を生じさせるこ
とのない環境づくりを行い、府民の健康の維持増進を図る。

SDGsビジネス創出支援事業費

本業でSDGsビジネスに挑戦する府内企業と、それらの企業が自社でまかなえない技術や資金
等を持つ企業・金融機関・投資家・大学などの「サポーター」（支援者・協業者等）とのマッチン
グの場を提供し、継続的な伴走支援を実施する。

3,119 http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/sdgs/

バイオプラスチックビジネス等推進事業費

2050年「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」実現に向けて、2030年のSDGs達成に貢献するた
め、 2025年大阪・関西万博での発信をめざし、府内の主要産業の一つであるプラスチック製品
製造業を中心とした府内中小企業のバイオプラスチック製品の研究開発を支援する。

9,083 http://www.pref.osaka.lg.jp/energy/baio-koubo/index.html

燃料電池バス導入促進事業費

2025年大阪・関西万博を見据え、企業版ふるさと納税を活用し、府内事業者における燃料
電池バスの早期導入を支援する。

53,500

森林整備促進事業費
※大阪府内産木材利用促進モデル事業

樹木の成長過程で二酸化炭素を吸収し炭素を貯蔵する性質をもつ木材の利用拡大のため、
府有施設において府内産木材（国産木材の一部利用も可）を活用した木質化モデル事業を
実施し、市町村での利用促進を図る。

61,410 http://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/shinrinkankyozei/jouyozei.html

環境保全基金事業費＜政策的経費＞
（環境・エネルギー技術シーズ調査・普及啓発事
業）

2050年二酸化炭素排出量実質ゼロや大阪ブルー・オーシャン・ビジョンなどの長期目標達成
に資する将来技術シーズ及び国内外のニーズを調査し、府民や事業者への普及・啓発を行うこ
とにより、各主体の行動を促進する。

16,259

都市緑化を活用した猛暑対策事業費

多くの人々が暑くても待たざるを得ないバス停等のある駅前広場などにおいて、暑熱環境の改
善を図るため、市町村などが行う緑化及び暑熱環境改善設備の設置に対し、助成する。
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284,251 http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/judoukitsuen/

ー

ー

490,629 http://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/shinrinkankyozei/mousyo.html

部局

事業名

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

事業概要

事業費（千円）

関連URL（案）

環境保全基金事業費＜政策的経費＞
（環境・エネルギー技術シーズ調査・普及啓発事
業）

2050年二酸化炭素排出量実質ゼロや大阪ブルー・オーシャン・ビジョンなどの長期目標達成
に資する将来技術シーズ及び国内外のニーズを調査し、府民や事業者への普及・啓発を行うこ
とにより、各主体の行動を促進する。

環境保全基金事業費＜政策的経費＞
（「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」推進事業）

府民の環境意識の向上や環境配慮行動の促進のため、業種を超えた幅広い関係者からなる
プラットフォームを設置・運営してプラスチックごみ対策の具体的な取組について調査・検討し成果
を広く共有・発信するとともに、「おおさかマイボトルパートナーズ」において、マイボトルの普及拡大
のための啓発等を実施する。

2,901 http://www.pref.osaka.lg.jp/eneseisaku/kaiyoplastic/index.html

環境農林水産部

リサイクル社会推進事業費＜政策的経費＞
（使い捨てプラスチックごみ対策推進事業）

使い捨てプラスチックの使用を削減するため、府民が持参するマイ容器（食品、飲料、洗剤等
日用品の容器）を利用できる飲食店や小売店を調査し、店舗やサービス内容を検索できるマイ
容器サービススポットマップを作成し、市町村や事業者と連携して府民啓発を実施する。

7,300 http://www.pref.osaka.lg.jp/shigenjunkan/plastic/index.html

環境農林水産部

食品ロス削減対策推進事業費
（食品ロス削減対策検討事業）

令和2年度に策定した「大阪府食品ロス削減推進計画」を踏まえ、流通全体に関わる食品関
連事業者、消費者、行政等による「食品ロス削減ネットワーク懇話会」を設置し、商慣習の見直
しや食べ残しの持ち帰りなど、流通全体で具体的な取組みを展開し、食品ロス削減を目指す。

2,005

食品ロス削減に向けた府民の自発的な行動につなげるために、教育現場等で活用できる食品
ロス削減の教材ツール等を掲載したポータルサイト（デジタルコンテンツ）を作成する。

3,020

豊かな大阪湾が体感できるエコツーリズムの推進や海洋プラスチックごみに関する動画の作成を
行い、大阪湾への愛着を高めることにより、プラスチックごみ等の海ごみ削減のための環境配慮行
動を促進する。

5,367 http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/umigomi.html

環境農林水産部

環境農林水産部

プラスチックごみ対策の推進

食品ロス削減対策推進事業
食品ロス削減対策推進事業費
（消費者行動促進支援事業）

環境農林水産部

環境農林水産部

都市整備部

住宅まちづくり部

住宅まちづくり部

豊かな大阪湾の創出に向けた環境改
善・啓発事業

―

16,259

ー

http://www.pref.osaka.lg.jp/ryutai/foodloss/

自転車通行環境整備事業

交通安全施設等整備費
（自転車通行環境整備事業）

夢洲から広域につながる自転車の通行空間において、大阪市や堺市などの関係機関と連携
し、路面表示によるルート案内や注意喚起など、安全で快適な自転車通行環境の充実を図
る。

淀川大堰閘門設置事業

グランドデザイン推進費
（淀川大堰閘門設置事業）

万博来場者に向けた魅力向上や、舟運を活かした沿川のにぎわいづくり、淀川の広域連携型
まちづくりの促進、さらに、防災・減災に寄与するため、2025大阪・関西万博までに船舶が航行
できるよう淀川大堰の閘門設置に係る事業費の一部を負担する。

福祉のまちづくり推進事業＜政策的経費＞

万博の開催を見据え、大阪環状線内の乗換え駅を中心に、乗換えルートのバリアフリー化等を
更に推進する。また、既存ホテル等を対象に、バリアフリー状況の現地調査を行い、改正条例の
適合状況を把握するとともに、ホテル事業者によるバリアフリー情報の公表を推進する。

22,984 http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/fukushi_top/index.html

国際金融都市推進事業費

国際金融都市の実現に向けて、官民一体となって、ビジネス面・生活面での環境整備にかか
る調査検討や、市場に参加するプレーヤーの誘致等の取組みを実施する。

50,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/osaka-kokusaikinyu/index.html

鉄道駅・ホテル等のバリアフリー化

18,000

ー

266,667

ー

〇国際金融都市の実現に向けた取組みの推進
政策企画部

国際金融都市推進事業
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部局

事業名

〇自然災害の教訓を踏まえた災害対応力の強化
福祉部

健康医療部

事業内訳
（複数事業をまとめている知事重点のみ
予算事業を記載）

事業概要

災害派遣福祉チーム（DWAT）構築
事業

災害福祉支援チーム（DWAT）構築事業費

災害時における、長期避難者の生活機能の低下や要介護度の重度化など二次被害防止の
ため、避難所で災害時要配慮者（高齢者や障がい者、子ども等）に対し福祉的支援を行う、
民間の福祉専門職で構成する大阪DWATの充実・強化を進める。

災害医療機関施設整備事業

災害時医療体制整備事業費
（災害医療機関施設整備事業）

災害発生時に適切な医療を提供する体制を維持するため、災害医療機関の耐震化施設整
備及び非常用設備の導入等に対し補助を行う。

事業費（千円）

関連URL（案）

2,774 http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/ddwatto/

915,805 http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/saigaiiryo/index.html

万一の決壊時に、避難拠点や緊急交通路等に影響を及ぼすため池を対象に、水位や雨量
農地防災事業費＜政策的経費＞
の観測データを継続して監視するため、無停電対策を講じたため池防災テレメータの設置等を推
（府営ため池整備事業工事費（公共）の一部）
進する。

30,000

環境農林水産部

ため池防災工事等特別措置法に基づき、豪雨耐性評価を行うとともに、防災重点農業用た
農地防災事業費＜政策的経費＞
め池の防災工事等を促進するため、ため池サポートセンターを設置し、管理状況の把握や現場
（府営ため池整備事業工事費（公共）の一部）
での技術指導等を行い災害の未然防止を図る。

90,000

環境農林水産部

森林防災・減災対策事業費

九州北部豪雨（平成29年7月）や西日本豪雨（平成30年7月）等における被災地の調
査などにより得られた新たな知見を踏まえた土石流・流木対策を実施することにより人的被害の
軽減を図る。

避難行動支援事業費
（タイムライン策定支援事業）

おおさかタイムライン防災プロジェクトを推進するため、市町村及び地域のタイムラインの取り組
みを支援することにより、災害対応力の強化推進を図る。

河川改良費（河川改良費（公共））
※浸水想定区域図

想定最大規模降雨に対する洪水浸水想定区域図作成を行うことで住民にリスクを周知し、
災害対応力の強化推進を図る。

都市整備部

土砂災害対策費
（土砂災害対策事業基礎調査）

令和元年東日本台風等を踏まえた、土砂災害防止対策基本指針の変更（令和2年8月）
を受け、より高精度な地形情報を危険箇所の抽出に活用し、災害リスクの確度を高めつつ、一
層の住民への周知に努め、さらなる災害対応能力の強化推進を図る。

都市整備部

三大水門の更新

津波・高潮対策費
（津波・高潮対策費（公共）、（単独））
※三大水門の更新

津波・高潮に備えるため、老朽化が進む三大水門（安治川水門・尻無川水門・木津川水
門）を更新する。

都市整備部

阪神なんば線淀川橋りょうの改築

国直轄事業負担金
※阪神なんば線淀川橋りょうの改築

洪水・高潮・津波による越水を防ぐため、橋りょうの架替を実施する。（事業主体：国土交通
省、大阪市、阪神電気鉄道株式会社）

都市整備部

津波・高潮対策費（津波・高潮対策費（公
防潮堤液状化対策（津波・高潮対策） 共））・寝屋川水系改良費（寝屋川水系改良
費（公共））※防潮堤の液状化対策

南海トラフ巨大地震に伴う液状化により沈下する恐れがある防潮堤等について、浸水被害が
想定される区間において、緊急性の高い箇所から地盤改良工事等を実施する。

都市整備部

治水対策・土砂災害対策の充実・強化
（安威川ダム建設の推進）

―

府民の生命や関西・西日本の経済活動を支える国土軸、物流拠点などの重要施設を守るた
め、5か年加速化対策の予算も活用してダム堤体の盛立てを推進し、令和３年度末にダム堤
体が完成。これにより、貯水機能が発現される。引き続き、令和４年春より試験湛水（実際に
水を貯め、ダムの安全性や貯水機能等を調べること）を予定しており、令和５年度末のダム事
業全体の完了をめざす。

都市整備部

道路・鉄道の良好な環境整備の推進
（道路の防災、減災対策）

―

防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策の交付金（国3次補正）等も活用し、
国道176号など広域緊急交通路の無電柱化や、道路法面対策を、より一層推進する。

2,395,894 http://www.pref.osaka.lg.jp/doroseibi/program/

建築物震災対策推進事業＜政策的経費＞

「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」に基づき、地震の切迫性が高まる中、人的・経済的被
害を軽減するため、木造住宅や分譲マンション、広域緊急交通路の沿道建築物、ブロック塀、
大規模建築物等について耐震化のスピードアップを図る。

1,053,589 http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_kikaku/kikaku_bousai/

密集住宅市街地整備促進事業

地震時等に大きな被害が想定される密集市街地の防災性の向上や住環境の改善のため、
事業主体による道路・公園などの地区公共施設の整備、老朽建築物の除却等を促進するため
の支援を行うとともに、密集市街地での延焼を遮断する効果を有する延焼遮断帯の整備を推
進する。

2,918,116 http://www.pref.osaka.lg.jp/jumachi/misshu/

環境農林水産部
ため池防災・減災対策の拡充・強化

森林防災・減災対策事業

都市整備部

都市整備部

住宅まちづくり部

住宅まちづくり部

危機管理室

危機管理室

避難行動の支援（洪水・土砂災害）

建築物震災対策推進事業

密集住宅市街地整備促進事業

災害対策機能強化充実事業費

災害用備蓄物資購入費

―

近年多発する地震や大型台風への災害対応の教訓等を踏まえ、市町村支援
等、災害対応力の強化充実を図る。

―

今後起こり得る大規模災害時に備えて、適切な避難者対応や円滑な避難所
運営を行うため、備蓄物資の充実を図る。
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http://www.pref.osaka.lg.jp/nosei_seibi/tameike-ap/index.html

655,567 http://www.pref.osaka.lg.jp/midorikikaku/shinrinkankyozei/sinrinkankyouzei.html

228 http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/osakatimelineproject/index.html

40,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenseibi/keikaku/kozuishinso.html

171,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/damusabo/dosyahou/sitei.html

80,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/nishiosaka/river/riv-w-osaka.html

740,000 https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/activity/comit/bridge-reconst.html

3,314,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/jishinbousai_ap/index.html

10,126,000 http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/aidamu/index.html

13,491

ー

125,732 http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/bichikubussi/index.html

