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◆大阪府では直近２週間で感染が拡大。全国的にも新規陽性者が増加傾向。

新型コロナウイルスの感染状況①
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新型コロナウイルスの感染状況②
◆夜の街関連のうち、居酒屋・飲食店・バーの関係者及び滞在者における感染が増加。
◆家庭・企業事業所における感染者が増加。
◆総数は少ないが、旅行参加歴がある感染者も増加傾向。
◆医療機関や高齢者施設等でのクラスターが多く発生。

※店の種別は、本人からの聞き取り情報による
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3件
107人

※店の種別は、本人からの聞き取り情報による
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◆府民や事業者の皆さまには、10月後半以降の感染者数増加に伴い、『イエローステージ（警戒）』の
対応方針に基づく取組みの徹底をお願いしたい。

新型コロナウイルス 対応方針に基づく取組みの徹底のお願い

① ３密で唾液が飛び交う環境を避けてください。
飲食、家庭、職場、旅行や外出等いずれの場面でも、
マスク着用、 換気の徹底、 身体的距離の確保 など、
基本的な感染予防対策を徹底してください。

③ 業種別ガイドラインの遵守の徹底をお願いします。

② 高齢者の方、高齢者と日常的に接する方は、
感染リスクの高い環境を避け、
少しでも症状がある場合は、早めに検査を受けてください。

感染拡大が続く場合、新たな取組みについて、来週、対策本部会議を開催し、検討・決定
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11月11日は『介護の日』です！11月11日は『介護の日』です！

大阪府介護・福祉人材確保戦略
3つのアプローチ

◆ 団塊の世代が全員75歳以上となる2025年度末には、大阪府において約20万9千人の介護人材の需要に対し、
約3万4千人が不足すると見込まれており、介護人材の確保は喫緊の課題。
◆ 大阪府では、３つのアプローチにより、オール⼤阪で介護⼈材の「量」と「質」の確保に取り組んでいる。
◆ 「参入促進」の取組みの１つとして、介護への関心を高め、理解を深めることにより、将来の介護人材を確保するため、
『介護の日』にちなんだ啓発活動を実施。

● 介護職場のイメージアップの
ための動画配信等

● インターンシップ・職場体験の実施

● 「介護の日」の啓発

１．参入促進 ２．労働環境・処遇の改善

● 介護ロボットの導入・活用支援

● ICT導入支援

● 介護職員処遇改善加算の

取得支援

３．資質の向上

● 各種研修の実施

（介護・福祉等の専門職や

市町村職員向け、

社会福祉施設職員向けなど）
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●ブルーライトアップ

【その他】
大阪市役所本庁舎、府咲洲庁舎、大阪府立中之島図書館、
大阪府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)

天保山大観覧車 太陽の塔大阪城天守閣

『介護の日』の普及啓発の取組み『介護の日』の普及啓発の取組み
◆ 今年は、『介護の日』にあわせ、コロナ禍においても、高齢者や障がい者等の社会生活維持のために必要不可欠な、
いわゆる「エッセンシャルワーカー」として、日々献身的に大阪の福祉を支えていただいている介護従事者の皆様に対し、
激励や感謝の意を伝える。
◆ 府民の皆様におかれても、この機会に、介護への理解を深めていただきたい。

●知事メッセージ動画の配信 ●啓発グッズの配布

【配布場所】

JR大阪駅、京橋駅周辺、 近鉄阿部野橋駅構内

11月11日（水曜日）午前9時から
大阪府HPで配信

《マスクケース》

大阪府 介護の日HP �

（写真はイメージ）
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◆ 革新的なビジネスで急成長をめざすスタートアップは、未来社会のイノベーションの創出や社会課題解決のけん引役。
◆ 大阪では、ライフサイエンスや製造業（ものづくり）、情報通信（IT）分野等を中心に、グローバルに活躍するスタートアップ
が連続的に生み出され、発展を続ける仕組みの構築を目指し、オール大阪体制によるコンソーシアムを設立（R1.10）。

◆ 本年７月には、京都、ひょうご神戸のコンソーシアムとの連携により、国の戦略に基づくグローバル拠点都市に選出。
◆ 世界に冠たるスタートアップ拠点都市を目指し、取組みを推進。

大阪スタートアップ・エコシステム拠点形成に向けた取組み

Ⅰ スタートアップの創出

▶ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟの創出：300社
▶大学発ｽﾀー ﾄｱｯﾌ゚ の輩出：100社

Ⅱ スタートアップの成長
▶ユニコーン（※）輩出：3社
▶5億円以上調達ｽﾀー ﾄｱｯﾌ゚ ：75社以上

Ⅳ スタートアップの活躍
▶万博を契機に活躍するｽﾀー ﾄｱｯﾌ゚ ：50社

▶外国人起業家の誘致：20社

Ⅲ 起業家の聖地

大阪の目標
＜2020～2024年度＞

【大阪府、大阪市、堺市】

大阪スタートアップ・エコシステム
コンソーシアム

“グローバルに活躍するスタートアップが
連続的に輩出される環境を構築“

経済団体

自治体

支援機関

金融機関 デベロッパー等

大学・研究機関 キーパーソン
京都の

コンソーシアム

ひょうご・神戸の
コンソーシアム

連携

連携

連携

（事務局：大阪産業局）

グローバル
市場

人材、資金、技術

スタートアップ輩出

国内市場

❶ エコシステム構築（成長環境整備）

❸ 起業家の育成・支援

❷ 情報集約・共有・発信

国の
集中支援

※ユニコーン：時価総額10億ドル以上の未上場企業

フリップ⑥



大阪が有する多様な強み・ポテンシャル
◆ 大阪では、2025年大阪・関西万博やうめきた2期等、国内外の投資を呼び込むビッグプロジェクトが進行しており、グロー
バル企業の集積とともに産学官連携による起業促進等、スタートアップの成長を育む多様な強み・ポテンシャルを備えている。

スタートアップの成長環境

● 大企業数 全国２位（1,062社）

● 支援人材数

▸弁護士等の数 全国2位（4,010人）
▸経営コンサルタント事務所数 全国2位（1,225者）

● 大学発ベンチャー数 全国２位（150社）

● 新規開業数 全国２位（11,629社）

● 高度外国人材数 全国２位（20,173人）

● 研究者数 全国２位（7,760人）

スタートアップの潜在力

世界総合都市ランキング

● 総合ランキング 世界29位（国内2位）

● スタートアップ環境 世界35位（国内２位）

国内外の投資を呼び込む
ビッグプロジェクト

● うめきた2期のまちびらき（2024年）

● 未来医療国際拠点（中之島）形成（202４年）

● 大阪・関西万博の開催（２０２５年）

● スマートシティの実現

出典）平成２９年度雇用保険事業月報、平成２８年経済センサス・活動調査、平成２７年国勢調査抽出詳細集計、
外国人雇用状況、平成３０年度産業技術調査事業（大学発ベンチャー実態等調査）報告書（株式会社価値総合研究所）、世界の都市総合力ランキング（森記念財団都市戦略研究所）
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スタートアップ活躍促進に向けた新たな取組み
◆ コンソーシアムでは、大阪のポテンシャル・強みを活かし、スタートアップの活躍促進に向けた新たな取組みを実施。
◆ 今後、オール大阪の枠組みによる取組みを加速させることで、2025年大阪・関西万博時には、多くのスタートアップが
グローバルに活躍できる環境を整備していく。

Ⅰ グローバルに活躍するスタートアップを育成する「海外トップアクセラレーター」の活用

Ⅱ 「大阪スタートアップ・エコシステム」の世界での認知度向上

● 個別指導（１２月以降公募予定）
スターﾄアップに対する個別指導 【40社程度】

● 既存企業とのオープンイノベーション（来年１月以降公募予定）

既存企業に対するスタートアップとの連携・協業に関する

ノウハウ取得の支援 【60社程度】

● 海外企業等とのマッチング
海外先進都市の企業やベンチャーキャピタル、

投資家とのマッチングの実施

● 国による情報発信支援の活用

▶日時：11月26日（木）14時～15時30分
▶定員：200名（オンライン）
▶参加費：無料
▶申込締切：１１月24日（火）12時

大阪で活躍する海外アクセラレーターによる基調講演、
トークセッションを実施し、大阪のスタートアップ・エコ
システムに対する期待、海外から見た市場の魅力を紹介。

世界中のスタートアップ、企業、投資家のみなさん、多くのチャンスが生まれる大阪へ！

● キックオフイベントの開催

申込はこちら！
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「OSAKA元気スポーツ」の開催について
◆ 新型コロナウイルス感染症により、スポーツイベント等にも影響が生じている中、誰もが運動できる機会の創出や、スポーツ
の素晴らしさの発信が必要。

◆ 子どもから高齢者まで幅広い世代がトップアスリートとふれあい、さまざまなスポーツを楽しむため、 大阪のプロスポーツ
チーム等と連携し、「OSAKA元気スポーツ」を開催。

万博記念競技場、万博記念公園「東の広場」

12月5日（土曜日） 午前10時から午後４時まで

無料（東の広場で実施するものは、自然文化園入園料が必要）

開催日時

会 場

参加料

参加プロ
スポーツ
チーム等

【野球】オリックス・バファローズ

【サッカー】ガンバ大阪、セレッソ大阪、ＦＣ大阪、スペランツァ大阪高槻

【ラグビー】ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ、近鉄ライナーズ

【フットサル】シュライカー大阪

【バスケットボール】大阪エヴェッサ

【バレーボール】堺ブレイザーズ、サントリーサンバーズ、
JTマーヴェラス

【卓球】日本生命レッドエルフ、日本ペイントマレッツ

【陸上】大阪ガス
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イベント内容について

スポーツの魅力や子どもたちに夢を持つことの素晴らしさを伝えます！

オープニングイベント

「OSAKA元気スポーツ」主なプログラム

時間：午前1１時～
場所：万博記念競技場
出演者：T-岡田選手（オリックス・バファローズ）

松田瑞生選手（大阪国際マラソン2018・2020優勝・ダイハツ）
朝原宣治氏（北京オリンピック銀メダリスト・大阪ガス）
間寛平氏 他

アスリートの技を披露し、凄さやテクニック等を詳しく解説！

アスリートパフォーマンス

【同時開催】 大阪マラソン関連イベント 「大阪マラソン ファンラン 」

日時：令和2年12月5日（土曜日） 11時から12時30分まで
開催内容：約2.3kmのファンラン（親子ラン） ※参加無料
申込期限：令和2年11月30日（月曜日）17時まで（事前申込制・先着順）
申込方法：インターネット（パソコン・スマートフォンのみ）

申込期限：令和２年１１月２０日（金曜日）まで
（事前申込制・抽選）

申込方法：インターネットまたは往復はがき

スポーツ教室

詳細は、「OSAKA元気スポーツ公式ホームページ」まで

詳細は、「大阪マラソン公式ホームページ」まで

T-岡田選手 松田瑞生選手

その他、スポーツ体験（ストラックアウトなど）も楽しめます！

時間：午前1１時４５分ごろ～
場所：万博記念競技場
出演者：現役選手やOB（OG）選手 他

野球、サッカー、ラグビー、卓球などのスポーツチームによるレッスン！
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◆ATMコーナーで野菜直売

◆JAZZマルシェ2020 in Bampaku Sta.

◆今こそがんばりまっせ！
南海なんば大阪産(もん)軽トラマルシェ

◆ イベント中止によるPR機会の減少や外食需要の落ち込みによる販路縮小など、コロナ禍の影響を受けた大阪産（もん）事業
者を応援するため、１１月の大阪産（もん）地産地消推進月間にあわせ、様々なイベントを実施。
◆ この機会に、多くの皆さんにぜひ大阪産（もん）をご賞味いただき、その魅力を再発見していただきたい。

◆「リバーサイドワインテラス
秋の味覚と大阪産(もん)」

生産者による青空販売
R2.11.7(土)11時～19時
＠なんばカーニバルモール

R2.11.21（土）11時～19時
＠「万博記念公園駅」構内

駅コンコースでの飲食・物販

旬を楽しむビュッフェ
R2.11.23(月)まで
＠リーベルホテル アット
ユニバーサルスタジオジャパン

◆「大阪産(もん)中華コース」を堪能

河内鴨や旬の野菜を楽しむ
R2.11.1(日)から
＠ホテルプラザオーサカ

◆サービスエリア
秋のメニューフェア

R2.11.8（日）まで
＠大阪シティ信用金庫３店舗

キャッシュレス
無人直売所

R2.11.30(月)まで
＠岸和田サービスエリア他

泉州水なす麻婆麺の提供

11月は大阪産（もん）地産地消推進月間

「いいもん!うまいもん!大阪産!」たべてや！ ▶その他詳細は、「大阪産（もん） 地産地消推進月間」 �

えだまめ、小松菜、かぼちゃ

トマト、春菊、切り花

ポン菓子(米)、プリン(いちじく)

すずき、いちじく、ワイン

泉州水なす

河内鴨、⻘ねぎ、はちみつ

なにわポークの通販あり

外食・通販直接販売
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