
令和２年度事務事業の⾒直しについて
（6月追加分＜会議取りまとめ案＞）

令和２年６⽉
事務事業シフト会議



◇令和２年度当初で編成した事務事業や組織・⼈員体制を⾒直し、新型コロナ対策に集
中的・重点的に取り組むため、副知事と担当３部⻑をメンバーとする「事務事業シフト会
議」において、現在、検討を進めているところ。

◇本報告は、5月に取りまとめた「検討状況報告」後に、新たな⾒直し候補とした事業
（３９事業）について、整理したもの。
【⾒直し事業候補】
◆５⽉報告の⾒直し候補 ・・・・・・・・・・・・・・ ２１９事業
◆今回追加した⾒直し候補 ・・・・・・・・・・・・・ ３９事業

◇今後、引き続き検討を進め、最終的には、知事のもとで令和２年度の「事務事業シフト
（案）」を取りまとめ、９月議会にお示しする予定。

計２５８事業



■見直し事業候補一覧（６月追加分）

■危機管理室

1
国⺠保護法制度関連事業費（国⺠保
護共同訓練）

6,059 国⺠保護共同訓練の実施 ３密対策に課題があるため、「実動訓練」は実施を見送り

2
地域見守り力向上事業費（ドライブ
レコーダー）

3,000 ドライブレコーダー設置補助
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、市町村にお
ける補助事業の実施予定数を踏まえ、事業費を縮小

3
地域見守り力向上事業費（マグネッ
トシート）

324 マグネットシート配布
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、市町村にお
ける補助事業の実施予定数を踏まえ、事業費を縮小

■政策企画部

4 万博ビジョンの取組工程策定 0 2025年に向けた万博ビジョンの取組工程を策定
今年度は「新たな戦略」を策定予定しており、来年度、その
戦略の進捗管理などを行う中で、取組工程も含めることを検
討

■総務部

5 職員研修費（職員研修業務委託費） 70,670
新任研修等の指名研修、管理職研修、申込制の研修、年間を
通じて開催する研修

３密対策に課題があるため、一部の研修について、オンライ
ンの活用や研修メニューを見直し

6 統計調査員確保対策費 553 登録調査員向け研修を実施
３密対策に課題があるため、集合研修の今年度の実施を見送
り

7
契約管理事務費（入札監視等委員会
運営事業）

733 入札監視等委員会の開催
３密対策に課題があるため、２部会の定例会議の開催を年２
回から年１回に見直し

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）
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■見直し事業候補一覧（６月追加分）

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

8 職場実習 0
知的障がい者及び精神障がい者を対象に、府庁内職場におい
て職場実習の機会を提供

３密対策に課題があるため、今年度の実施を見送り

9 インターンシップ 0 大学生等を対象とした府庁における就業体験 ３密対策に課題があるため、今年度の実施を見送り

10 職員研修費（研修受講料等） 506 外部機関実施研修（部落解放・人権大学講座）への参加
３密対策に課題があるため、従来の集合研修からオンライン
研修に実施手法を見直し

11 人事事務費（人事評価制度運営費） 1,530 人事評価制度の苦情相談における外部相談員制度に係る経費
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、今後の執行
見込みを踏まえ、事業費を精査

12 人事事務費（人事事務費） 7,294 シャトルバスの運行委託
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、今後の執行
見込みを踏まえ、事業費を精査

■府⺠⽂化部

13 国内外からの誘客促進事業費 95,500
御堂筋を活用し集客力のあるイベントを実施することで、大
阪の魅力を国内外に発信

３密対策に課題があるため、今年度の実施を見送り

14 大阪マラソン開催費 90,000 大阪マラソン開催負担金 ３密対策に課題があるため、今年度の実施を見送り

■ＩＲ推進局

15
府⺠・市⺠全体への情報発信
（府政だよりへの広報掲載）

4,800
区域整備計画等の概要を広く周知するため、府政だよりへ掲
載

新型コロナの影響による事業者公募スケジュールの延⻑に伴
い、今年度の実施を見送り
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■見直し事業候補一覧（６月追加分）

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

16
府⺠・市⺠全体への情報発信
(動画の活用）

4,224
IR事業者選定後、IRの必要性や魅力、効果等を発信する動画
を放映

新型コロナの影響による事業者公募スケジュールの延⻑に伴
い、今年度の実施を見送り

17
地元企業への情報発信
（経済団体等への職員による出前講
座の開催）

220 地元企業の理解が深まるよう、出前講座を開催
新型コロナの感染状況等を踏まえ、実施回数を20回から10回
に見直し

18 府⺠・市⺠向け公聴会 1,249 区域整備計画の作成に当たって公聴会を開催
新型コロナの影響による事業者公募スケジュールの延⻑に伴
い、今年度の実施を見送り

19 ギャンブル等依存症対策研究会 1,451 ＩＲ実現を契機に、最先端の依存症対策を研究会で検討
新型コロナの影響による事業者公募スケジュールの延⻑に伴
い、実施回数を５回から２回に見直し

20 ＩＲ事業化検討支援業務委託 60,168
財務・法務・技術面での専門ノウハウを有したアドバイザー
からの継続的な業務支援

新型コロナの影響による事業者公募スケジュールの延⻑に伴
い、一部業務の実施を見送り

21 区域整備計画作成業務 8,858 区域整備計画の作成
新型コロナの影響による事業者公募スケジュールの延⻑に伴
い、一部業務の実施を見送り

22 法律相談 59,132 顧問弁護士契約
新型コロナの影響による事業者公募スケジュールの延⻑に伴
い、一部業務の実施を見送り

■福祉部

23
生活保護法運営費（生活保護指導監
査委託費監査旅費等）

6,814
府内福祉事務所の生活保護法施行事務監査や医療機関への個
別指導等を実施

新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、監査開始時
期を５月から７月頃に延期
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■見直し事業候補一覧（６月追加分）

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

24
保育対策総合支援等事業費（事故防
止研修）

925 保育中の死亡事故等の重大事故を防止するための研修等
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、実施時期を
６月から９月頃に延期

25
公立幼保連携型認定こども園保育教
諭研修事業費

1,999 教育公務員特例法に基づく研修
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、実施時期を
６月から８月頃に延期

26
金剛コロニー再編整備推進費（調整
池・遊水池調査）

11,454 金剛コロニー再編整備にかかる調整池・遊水池調査を実施
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、今年度の実
施を見送り

■商工労働部

27 クリエイティブ産業振興事業費 6,342
セミナー・ワークショップ等を経て決定した支援企業に対し
てハンズオン支援を実施

新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、実施時期を
５月から９月頃に延期

28
産業デザインセンター事業費（大阪
府デザイン・オープン・カレッジ事
業費）

844 オープンカレッジの運営
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、実施開始時
期を10月から12月頃に延期

29
ものづくりイノベーション等推進事
業費（ものづくりイベーション推進
事業）

19,890 ものづくり中小企業が行う初期の研究開発への助成
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、未実施分の
募集を見送り

■都市整備部

30
道路橋りょう等調査費（全国道路・
街路交通情勢調査）

83,284
５年おきに全国⼀⻫に実施する道路交通の実態調査（交通量
調査、旅行速度調査、道路状況調査）

新型コロナウィルス感染拡大による交通情勢への影響を鑑
み、今年度の全国調査の実施を見送り

31
公共交通戦略推進費（府営駐車場の
さらなる有効活用）

8,500
江坂立体駐車場、新石切立体駐車場について、府営駐車場を
廃止し、さらなる有効活用に向けて占有者を公募

事業者ヒアリング結果を踏まえ、今年度の公募を見送り
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■見直し事業候補一覧（６月追加分）

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

■住宅まちづくり部

32
りんくうタウン事業費
阪南スカイタウン事業費
（企業誘致関連事業）

0 りんくうタウン、阪南スカイタウンの企業誘致等
景気悪化による需要低迷が見込まれることから、今年度の公
募を見送り

33
りんくうタウン事業費（旧廃棄物収
集センター敷地内既存施設撤去工事
仕様書作成委託）

14,139
旧廃棄物収集センター敷地内既存施設撤去工事仕様書作成委
託業務

新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、今年度の実
施を見送り

34
グランドデザイン推進費（広域サイ
クルルート連携事業）

0
広域サイクルルート連携事業の走行会の開催、淀川や地域資
源を活用したまちづくり関係のイベントでのブース出展や支
援、広報・ＰＲ関係の業務

３密対策に課題があるため、走行会の実施を見送り

■教育庁

35
社会体育振興費
（大阪府総合体育大会分担金）

1,301 大阪府総合体育大会にかかる分担金
３密対策に課題があるため、大阪府総合体育大会は今年度の
実施を見送り

36
子ども読書活動環境整備事業費
（ビブリオバトル研修（教職員等対
象））

83 ビブリオバトル研修（教職員等対象）の実施
３密対策に課題があるため、「ビブリオバトル研修」は今年
度の実施を見送り

37
府⽴学校施設⻑寿命化整備事業費
（府立高等学校における体育館等の
屋上防水・外壁改修）

366,525
⼤阪府ＦＭ基本⽅針、府⽴学校施設⻑寿命化整備⽅針に基づ
く、体育館等の屋上防水・外壁改修

新型コロナの影響により、一部工事の実施を見送り

38 ＯＳＡＫＡ多文化共生推進事業費 0 多文化共生フォーラムの実施
新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、実施時期を
７月から11月に延期

39
臨海スポーツセンター運営費（ＦＭ
予防保全）

32,506
臨海スポーツセンターの屋上防水設備、外壁及び外部建具の
改修

新型コロナ対策に重点的に取組みを進めるため、今年度の実
施を見送り
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