
府の財政は、危機的な状況からの脱却に向けた取り組みを着実に進め、平成２６年度は４年ぶりの増額となる予算編成を実現するなど、

財政再建に一定の道筋をつけることができました。 

府民の皆さんの安全・安心をしっかり確保するため、防潮堤の液状化対策など、南海トラフ巨大地震対策に最優先で取り組んでいます。

あわせて、大阪の成長を推進するため、特区を核とした成長エンジンづくりや、さらなる成長を担う都市インフラの整備、大阪観光局を中心

とした外国人旅行者の誘致等、都市魅力創造などの施策にも取り組みます。 

これらの施策に全力で取り組み、東京とともに我が国の成長をけん引する「強い大阪」を、これまで以上のスピード感で実現していきま

す。 

「大阪の成長」の基盤となる「安全・安心」を確保し、 

「大阪の再生」に向けた取り組みを 

確実に進めていきます。 

              「強い大阪」の実現に向けて

府 民 を 守 る

「人命を守る」ことを最優先に、防災、減災の取り組みを進めます。 

津波から人・まちを守る                       
■防潮堤液状化対策等 137 億 9,086 万円

 津波等による浸水被害を防ぐため、南海トラフ巨大地震に伴い沈下する恐

れがある防潮堤の液状化対策や三大水門の補強を実施します。 

■水門等の浸水対策、排水機場設備の改修 2 億 3,000 万円

地震に強いまちづくり                         
■密集住宅市街地整備促進事業 2 億 5,057 万円

地震時等に著しく危険な密集市街地の整備を強力に進めます。 

■広域緊急交通路沿道建築物の耐震化促進事業 6 億 3,328 万円

「逃げる力」を強化                          
■津波等から「逃げる」対策促進事業 995 万円

 消防団・自主防災組織を活用し避難体制を確立するなど、地域防災力の

向上を図り「逃げる」ための備えをしっかり確保します。 

いざという時に備える                          
■災害医療情報基盤整備事業 7,200 万円

 災害時の救急医療体制の充実強化を図ります。 

■災害支援における広域防災拠点

及び物流システムのあり方検討 2,152 万円

■大阪府庁ＢＣＰ（業務継続計画）改訂 1,224 万円

■石油コンビナート地震津波対策 1,677 万円

地域防犯力の強化に取り組みます。また、大阪府警、大阪市とタッグを組

み、５ヶ年計画であいりん地域を中心とした環境整備を集中的に進めます。 

地域における防犯力の向上
■通学路や住宅街等への防犯カメラ設置補助

及び地域防犯活動への物品補助 4,000 万円

あいりん地域を中心とする環境整備   
■覚せい剤等薬物対策

・街頭防犯カメラや内偵用資機材、鑑定用資機材の整備 1億8,123万円

・薬物乱用防止啓発、薬物依存症者等ケア強化 1,120 万円

■通学路を中心とした安全対策、不法投棄ごみ対策 2,764 万円

「強い大阪」の実現に向けて

人 を 育 む

大阪の教育力の向上と国際競争を勝ち抜く人材を 

育成する環境整備を進めます。 

英語教育の推進       

小中高を通じてグローバル化に対応した英語教育を推進します。 

■英語教育推進事業 7,421 万円

■骨太の英語力養成事業費 2,603 万円

ＴＯＥＦＬ等を活用した、より実践的な英語教育を推進します。 

小・中学校の教育力を充実（市町村支援） 

■中学生学びチャレンジ事業 １億 9,670 万円

中学生の学力向上と入試における評定の公平性を担保するための学力調査

（チャレンジテスト）等を実施します。 

公私の切磋琢磨による高校の教育力の向上       
■私立高校等の授業料無償化制度 230 億円 700 万円

授業料支援を継続し、自由な学校選択の機会を提供します。 

■奨学のための給付金事業 （国公立・私立高校等） 15 億 5,064 万円

授業料以外の教育費負担を軽減し、修学をサポートします。 

1 億 3,187 万円

■キャリア教育支援体制整備（専門人材の配置による就職支援）

5, 724 万円

障がいのある子どもたちの教育の充実                  
■支援学校の新設・整備の推進 71 億 2,018 万円

府立知的障がい支援学校及び府立支援学校教育環境整備を行います。 

■就労支援・キャリア教育強化事業 1,303 万円

支援学校おける企業ニーズや実情を踏まえた授業改善・充実等の取り組み

を推進します。 

■障がいのある生徒の高校生活支援事業 １億 1,673 万円

「強い大阪」の実現に向けて

生 活 と 健 康 を 支 え る

生活困窮者の自立支援   
■生活困窮者自立促進支援モデル事業 6億 6,046万円

 生活困窮者への包括的な相談支援などにより、最後のセーフティネットで 

ある生活保護に至る前の段階の自立支援を強化します。 

障がい者の雇用促進と「働き続ける」を支援                
■障がい者雇用ナンバー１に向けた企業の取り組み促進 3,517 万円

平成 29 年度までに障がい者の実雇用率を２％以上とするなどの中期目

標を定め、これまでの取り組みに加え、障がい者の職場定着支援を強化・

推進します。 

■障がい者就労支援強化事業 5,374 万円

 ジョブライフサポーター（障がい者雇用支援スタッフ）を活用して、「働きた

い！」という障がい者の意欲と企業の雇用ニーズを結びます。 

障がい児者の地域生活を支援       
■障がい者地域生活支援体制整備事業 4,597 万円

 障がい児者施設に入所する 18 歳以上の障がい者の地域生活への移行

や定着支援を推進します。 

■発達障がい児者へのライフステージに応じた一貫した総合的な支援

１億 3,197 万円（一部再掲）

・発達障がいに早期に気づき、支援につなげられるよう健診の充実などの

体制整備及び家族に対する支援を実施します。 

・社会的自立に向けた学校における支援及びすべての子どもにとって「わ

かる・できる」授業づくり等の支援を実施します。 

■重症心身障がい児者地域ケアシステム整備事業 1,686 万円

医療・福祉等関係機関の連携による地域ケアシステムの実践と福祉サー

ビス等の充実強化により、医療的ケアが必要な重症心身障がい児者の地

域生活を支援します。 

府民の皆さんが実感できる「大阪の再生」に向けて
引き続き取り組みます。

減災・治安

教 育

セーフティ
ネット

■府立高等学校再編整備事業■府立高等学校再編整備事業

3



医療・健康づくりサービスの向上と関連産業の振興 
（大阪府市医療戦略推進事業）
■超高齢社会に対応した課題解決と新たな産業の振興 329 万円

 医療関連ビッグデータ利活用の検討や超高齢社会に対応した課題解決

型のまちづくり（スマートエイジング・シティ）や生活総合産業の創出・振興

（スマートエイジング・バレー構想）のための検討を進めます。 

※関連産業の振興については、産業政策にも掲載 

「強い大阪」の実現に向けて

       日本の成長をリードする 

「関西イノベーション国際戦略総合特区」「国家戦略特区」の推進に 

取り組み、大阪から日本の成長をけん引します。 

特区を核とした「成長エンジン」づくり                   
■関西イノベーション国際戦略総合特区推進事業 1,079 万円

国内外に向けた積極的なプロモーションを展開、特区地域への産業集積

を図ります。 

企業集積、投資促進に向けた取り組み  
■企業立地促進補助金 17 億 9,430 万円

大阪産業の高度化及び活性化を図るため、府内の対象地域における企

業の立地・投資に必要な経費の一部を補助します。 

成長産業の振興に向けた戦略的な取り組み       
超高齢社会を見据えた医療・健康づくり分野関連産業、ライフサイエンス・新

エネルギー産業の振興を推進します。 

■海外トッププロモーション等、市場開発を支援 １億 1,328 万円

  ものづくりをはじめとする大阪企業の海外での市場開発を積極的に支援し

ます。 

■バイオベンチャー等海外展開支援 649 万円

  バイオ関連の中小・ベンチャー企業の成長促進のためのライセンス契約や

投資獲得を目的とした専門人材によるミッション団を構成します。 

■機能性食品市場開発支援 74万円

国の新たな機能性表示制度の創設を念頭に、いち早く運用できるよう関

連企業や団体等と検討を進めます。 

資金・経営・技術面にわたりトータルサポート！

がんばる中小企業が挑戦できる環境を整備                
■大阪医工プロジェクト推進 473 万円

医療現場のニーズと中小企業の技術をつなぐ仕組みを構築し、府内もの

づくり企業の医療用機器分野への参入を促進します。 

■ＭＯＢＩＯによるものづくり企業支援 8,442 万円

  ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネスセンター大阪）において、技術・販路・経営・知

的財産等、ものづくりに関するワンストップサービスを展開します。 

■小規模事業者等に対する経営支援 19 億 6,343 万円

商工会・商工会議所が実施する中小企業等の経営課題の解決に向けた

相談やセミナー等の事業を支援します。 

■商店街サポーター創出・活動支援 1,402 万円

 商店街を元気にするサポーターを創出し、そのアイデアの実施を後押しし

ます。 

■中小企業者に対する金融支援 融資枠 6,500 億円

中小企業者の設備投資に対し、低利・長期固定の設備投資応援融資を

創設します。 

女性・若者を大阪の成長を支える人材へ育成し、

活力に れ、輝く大阪を実現します。

女性の就業機会の拡大 
（就業で花咲く女性のプロジェクト＠ＯＳＡＫＡほか）   
■若年女性の就業への誘導・支援 1 億 1,090 万円

就業意識調査の実施と、能力があるものの積極的に就業に結びついてい

ない人を就業に誘導します。 

■働きたいママの就業支援 2,385 万円

ＯＳＡＫＡしごとフィールドを機能強化し、ワンストップで「働きたいママ」の就

業を強力に後押しするとともに、女性が働き続けるための支援を行います。

■保育環境の整備 150 億 6,647 万円

民間保育所や小規模保育、認定こども園等の整備を行う市町村に対し安

心こども基金を活用して支援します。 

■保育緊急確保事業 21億 5,928万円

認可をめざす認可外保育施設等への運営支援のほか、放課後児童クラ

ブの充実等に取り組む市町村を支援します。

人材育成、若者と中小企業をつなぐ   
■ＯＳＡＫＡしごとフィールド運営事業 １億 9,919 万円（一部再掲）

ハローワーク（国）との一体的実施による就職支援・人材確保の強化を図り

ます。 

「強い大阪」の実現に向けて

エネルギーの地産地消をめざす 

エネルギーを「安全」かつ「安定」的に「適正価格」で供給される

新たなエネルギー社会の構築を目指します。 

災害に強い自立・分散型エネルギーの普及               
■再生可能エネルギー等導入推進基金事業 9億 3,769万円

地域の防災活動拠点となる施設や避難所等に太陽光パネルや蓄電池 

等の導入を支援します。 

創エネ・省エネ導入の総合サポート                 
■おおさかスマートエネルギーセンターの運営 670万円

府民からのエネルギーに関するあらゆる相談にワンストップで対応し、中小

事業者のサポートや民間事業者とのマッチングなど様々な事業に取り組み

ます。 

■再生可能エネルギー等の普及拡大に向けた融資 5億4,150万円

太陽光パネルやコージェネレーションシステム等の設置に必要となる資金

について、個人を対象に低利の融資を行います。（限度額をこれまでの

150 万円から 300 万円に倍増） 

「強い大阪」の実現に向けて

  未 来 の ま ち を 創 る

大阪の強みやポテンシャルを最大限活用したまちづくりを進めます。

公共交通戦略の推進    
■大阪モノレール延伸の検討調査 2,000万円

■なにわ筋線の検討調査 400万円

大都市としての活力と魅力づくり                       
■「グランドデザイン・大阪」の推進 440 万円

「うめきた 2 期区域」など民間の力を活かした大阪の都市空間形成に向け

た環境整備を進めます。 

地域の特色を活かしたまちづくり                      
■泉北ニュータウン再生 489 万円

新たな土地利用転換を契機に、泉ヶ丘駅前地域活性化ビジョンを改訂し

ます。 

■箕面森町第３区域（企業用地）の整備推進 1億4,904万円

■府営住宅再編整備推進プロジェクト 1,450万円

  府営住宅ストックを活用したまちづくり 

■りんくうタウンのまちづくり 2,173 万円

 ・国際医療交流の拠点づくり促進（高度がん医療拠点施設の整備促進） 

 ・クールジャパンフロントのまちづくり（まちの開発運営を行う民間事業者の公

募） 

「強い大阪」の実現に向けて

魅 力 を 磨 き 発 信 す る 

オール大阪で大阪の都市魅力の向上・観光集客を推進します。 

■戦略的な観光集客 2 億 5,000 万円

 来阪外国人観光客数の拡大に向けて、重点市場を定めた海外プロモーショ

ンの強化や国際会議等の大阪への誘致を進めます。

■水と光とみどりのまちづくり 4 億 6,761 万円

 水と光の首都大阪の実現に向け、民主導の事業推進組織「水都大阪パート

ナーズ」とともに、水と光とみどりのまちづくりを進めます。 

■新たな文化施策の推進 1,516 万円

芸術文化の専門家（アーツカウンシル）による評価、企画、調査を行い、大阪 

にふさわしい文化行政の展開を図ります。

産業政策

環境・
エネルギー

まちづくり
・都市基盤

都市魅力
創造

（出典：府政だより NO.382）
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