
府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

学校支援人材バンク ・地域や社会などで活躍する優れた技能や専⾨的な知識を有する⼈を「学校⽀援⼈材バンク」に登録し、指導者として学校教育に広く協⼒いただくなど、活⽤を図る。

教育庁

文化課

文化課

文化課

文化課

教育庁 地域教育振興課

スポーツ振興課

福祉部障がい福祉室 ⾃⽴⽀援課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

・戦争や平和に関する資料の収集・保存・展⽰等を⾏う⼤阪国際平和センターに補助を⾏い、府⺠の平和意識の醸成を図る。

ー

ー

60,846

・⼈権に関する資料を収集保存、公開している「⼤阪⼈権博物館」が⾏う事業について、適宜、紹介するなど、⼈権思想の普及と、豊かな⼈権感覚を育む「⼈間教育」の推
進、人間性豊かな文化の発展に貢献する。

③ 文化芸術を支え、育て、次世代へと継
承するための府⺠意識の醸成

メセナ⾃販機、OSAKAメセナカード、⼤阪府⽂化振興基⾦

⼤阪⽂化再発⾒事業
・府⺠に対する⽣涯学習講座等を実施する。（阪神奈公開講座フェスタ、おおさかふみんネット）
 阪神奈公開講座フェスタ︓府及び⼤阪、兵庫の⼤学・研究機関（22機関）でネットワークを組み、府県を超えた良質で⾼度な⽣涯学習機会の提供を⾏う。
 おおさかふみんネット︓府と府内市町村とのネットワークを構築し、広域的な学習機会の提供等の事業を⾏い、⽣涯学習の総合的な推進を図る。

「⼤阪国際平和センター」における資料収集と情報発信

・寄附型⾃販機（メセナ⾃販機、次世代育成型メセナ⾃販機）や寄附型クレジットカード（OSAKAメセナカード）の普及促進、基⾦への寄附⽂化の機運を醸成する。

「⼤阪⼈権博物館」における資料収集と情報発信（※休館
中）

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室8,913

施策の方向性 A 「文化にかかわる環境づくり」
第５次大阪府文化振興計画に関連する施策

所管課
施策 文化の振興に関連する施策

部局名 課名

R3年度
当初予算額
（千円）

事業概要

② ⽂化芸術を通じた⼦ども・⻘少年の成
⻑する機会の提供

専門学科等支援事業（スーパーインストラクターの招へい） ・専⾨学科のある府⽴⾼校に、⾳楽や伝統芸能等に関するアーティストを招聘し、特別レッスンを実施する。

トップアスリート小学校ふれあい事業 ・府内小学校の授業にトップ選手、指導者等を派遣し、児童との対話や技術紹介等の直接的なふれあいにより、小学生にスポーツのすばらしさや感動を共有する。

「あすなろ夢建築」大阪府公共建築設計コンクール ・府内の高校生や専門学校生等を対象に、小規模な公共施設を題材とした公共建築設計コンクール。グランプリ作品は実際に建設。

① 文化芸術を鑑賞する機会等の充実

オーケストラハウスの管理 ・オーケストラハウス（服部緑地内）について、計画的な修繕の実施等により、適切に維持管理を⾏う。また、⽇本センチュリー交響楽団の練習拠点として、オーケストラハウスの
練習室の貸付等を⾏う。

府⺠スポーツ・レクリエーション事業

半額鑑賞会

・⼦どもや⻘少年を中⼼とした府⺠に、優れた芸術⽂化の鑑賞機会などを提供し、芸術⽂化の振興を図るため、府内の芸術⽂化団体が⾏う活動に補助⾦を交付する。（上
限100万円）

輝け︕⼦どもパフォーマー事業補助⾦ ・⽂化を通じた次世代育成を図るため、府内の⼦ども（おおむね６歳から２０歳まで）が参加し発表する活動を実施する団体⼜は個⼈に対して補助⾦を交付する。（上限
30万円）

・⽂化芸術を通じて障がい者が主体的に活動できる環境づくりを⾏うとともに、障がい理解の促進等に関する施策を実施する。

・新型コロナウイルスの感染拡大により、舞台公演等の文化芸術活動に影響を受けているアーティストや文化芸術団体等の活動を支援するため、大阪市と連携し、公演実施に
かかる会場使⽤料を補助する。（府︓75,000千円、市75,000千円）

⼤阪府芸術⽂化振興補助⾦

大阪文化芸術創出事業
（⽂化芸術の魅⼒発信）

105,352

大阪文化芸術創出事業
（文化芸術活動の助成）

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

75,000

・中之島図書館の建物・収蔵資料及び中之島エリアの魅⼒を活かした⽂化事業を実施する。

・「弥⽣⽂化博物館」「近つ⾶⿃博物館」「近つ⾶⿃⾵⼟記の丘」「⽇本⺠家集落博物館」において、展覧会、講演会、ワークショップ等を通じ、⼤阪の歴史と⽂化を⾝近に体
感する取組を⾏う。

府⽴弥⽣⽂化博物館、府⽴近つ⾶⿃博物館、府⽴近つ⾶
⿃⾵⼟記の丘の管理運営及び⽇本⺠家集落博物館への事
業補助

5,770

ー

・⽂化を核として⼤阪の都市魅⼒を創造し、広く国内外に発信していく事業として、⼤阪⽂化芸術フェスを実施する。府内のホールや劇場、公園において、⼤阪が誇る上⽅伝統
芸能や上方演芸をはじめ、音楽や演劇等、多彩で豊かな文化資源を活用した様々なプログラムを実施し、多くの観光客を呼び込むことを目指す。

障がい者文化芸術活動推進事業

144,000

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

76,000

34,677

283,165

文化課

スポーツ振興課

住宅まちづくり部公共建築室 計画課

教育庁 高等学校課

教育庁 高等学校課

大阪文化芸術創出事業
（公演機会の創出）

・新型コロナウイルス感染症と共存しながら、⽂化芸術活動の回復に取り組むため、⼤阪市と連携して⽂化芸術プログラムを実施し、⼤阪ゆかりのアーティスト・演芸⼈や劇団・
楽団等の公演・活動の場を創出するとともに、府⺠に⽂化芸術に触れる機会を提供する。（府︓75,000千円、市75,000千円） 75,000 府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 文化課

・優れた舞台芸能・芸術を通常の半額料⾦で鑑賞する機会を府⺠に提供し、芸能・芸術愛好家の裾野拡⼤を図る。（※府、公益社団法⼈⽇本演劇興⾏協会、独⽴⾏政
法人日本芸術文化振興会の３者の共催事業として運営） ー

4,800

1,713

60

「中之島図書館」における中之島エリアの文化ステーションとし
て文化事業の実施及び情報発信

文化財保護課

文化課

10,031

・広く府⺠にスポーツを紹介し、実践する場を提供することによりスポーツへの参加意欲を喚起する。 5,747

文化課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 文化課

府⺠⽂化部⼈権局 人権企画課

教育庁 地域教育振興課

（基金設置運営費）

参考1



2,401

大阪周遊促進事業（連携事業、百舌鳥・古市古墳群とその
周辺地域を周遊するバスツアーの実証事業）

・「⽔と光の⾸都⼤阪」の実現に向けて、公⺠⼀体で⽔辺・⽔上の魅⼒創出やにぎわいづくりを進める。また、新たな⾈運拠点空間として、⼤阪城エリアにおける公共船着場の
整備や、中之島GATEターミナル（サウスピア）の整備に向けた測量・概略検討を⾏う。水と光とみどりのまちづくり推進事業

大阪文化芸術創出事業 【再掲】
（文化芸術活動の助成） （再掲）

ー

・無観客ライブの動画配信が未経験の公演主催者、演芸⼈、アーティスト等に対して、撮影やネット配信する⽅法、視聴料を徴収する⽅法などをガイドするサイトを開設。

府庁本館活用事業 ・府庁本館等を⽂化芸術活動の場として提供し、府内で舞台芸術活動を⾏う団体の⾃主的な取組を促進する。

大阪文化賞・大阪文化祭賞
・大阪の文化芸術に多大な貢献のあった方等を顕彰する。（大阪文化賞、大阪文化祭賞）
 ⼤阪⽂化賞︓直近の１年間において、⽂化芸術の振興に著しい功績のあった⽅もしくは団体を顕彰する。
 ⼤阪⽂化祭賞︓⼤阪の⽂化振興の機運を醸成することを⽬的として、⼤阪府内で⾏われた公演の中から優れた成果をあげたものに対して賞を贈呈する。

ナイトカルチャー魅⼒創出事業 ・外国⼈旅⾏者を対象としたナイトカルチャー事業の⽴ち上げや事業継続に向けた取組みを⽀援する。

山片蟠桃賞 ・⼤阪の国際都市としての役割と⽂化・学術の国際性を⾼める著作と著者を顕彰する。（3年ごと）

スポーツボランティア養成及び派遣事業

・まち全体を屋根のない「ミュージアム」に⾒⽴て、府内各地において、魅⼒的な地域資源を発掘・再発⾒し、磨き・際⽴たせ、結びつけることにより、⼤阪のまちの魅⼒を内外に
発信する。

事業概要

多言語メニュー作成支援事業

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局

・多くの観光客が訪れる⼤阪市と、歴史的に魅⼒ある観光資源を有する堺市とをつなぐ観光周遊バスの実証実験を実施する。
・多様な客層が百⾆⿃・古市古墳群とその周辺地域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。

大阪・光の饗宴の事業

656

1,805

スポーツツーリズムモデル事業

市町村等観光振興支援事業費 ・各市町村や公的団体等の⾏う観光振興事業に対して補助を⾏うことで、観光施設等における受⼊環境の整備及び観光拠点の魅⼒向上や、誘客促進を図る。

大阪府アーティスト情報発信事業（バンク） ・アーティストの情報を広く府⺠に紹介し、地域や学校における府⺠の⾃主的な活動のサポート（申し出があったアーティストの情報を随時登録）

226,952

263,753

・府内飲⾷店が無料で多⾔語メニューを作れるシステム（ウェブサイト）の運営及び外国⼈旅⾏者が外国語メニューを置く飲⾷店を検索できるウェブサイトの運営を⾏う。

90,000

R3年度
当初予算額
（千円）

大阪文化芸術創出事業 【再掲】
（⽂化芸術の魅⼒発信） （再掲）

プロスポーツチームとの連携事業 ・全国で活躍する⼤阪の野球やサッカー等のスポーツチームと連携して、スタジアム等で都市魅⼒の発信、観光振興につなげる取組を推進する。

無観客ライブ動画配信サポートサイトの開設

1,226

2,993

ー

96

・アウトドアスポーツや武道を中心とした新たなスポーツツーリズムの需要を喚起するため、府内の観光資源と組み合わせた取組みをすすめる。

ー

・スポーツを⽀えるボランティアの資質向上と新たな⼈材の育成を⽬的とした研修会の実施、府内スポーツイベントへのボランティア派遣を⾏う。

施策の方向性 B 「文化が社会を変革する」

17,100御堂筋地区の魅⼒向上
（御堂筋開放事業_御堂筋活性化事業） ・⼤阪のシンボルストリートである御堂筋を歩⾏者に開放し⾮⽇常的なイベントを実施。御堂筋・⼤阪の魅⼒を国内外に発信する。

⼤阪ミュージアム推進事業（地域魅⼒発信事業）

15,025

20,077

27,490

20,000

② 多彩な⼤阪⽂化を活⽤した都市魅⼒
の向上や文化観光の推進

大阪マラソン開催事業 ・さらなる魅⼒づくりに取組むとともに、⼤会の国際化を推進することにより、世界トップレベルの市⺠マラソンをめざす。

⼤阪の⾷の魅⼒の創出発信 ・⼤阪観光局や「⾷創造都市 ⼤阪推進機構」と連携することなどにより多様な、⾷を深める⼤阪の魅⼒を創出発信する。

スポーツ情報発信事業 ・大阪を訪れる国内外の観光客に対し、試合情報やスポーツ体験等のスポーツ情報を広く発信することでスポーツツーリズムにつなげる。

上⽅演芸資料館（ワッハ上⽅）管理運営事業 ・全国で唯⼀の演芸資料館として、資料等の収集・保存・展⽰等の取組を通して、上⽅演芸の保存及び振興を図るとともに、府⺠に上⽅演芸に親しむ場を提供する。 49,590

ー

・「御堂筋イルミネーション」、「OSAKA光のルネサンス」、地域団体等が展開するエリアプログラムを⼀体的に展開して、都市魅⼒の創造・発信や都市ブランドの向上を図る。

大阪文化芸術創出事業 【再掲】
（公演機会の創出） （再掲）

① 文化芸術を創造し、支える人材の育
成・支援

施策 文化の振興に関連する施策

文化課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 スポーツ振興課

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 魅⼒づくり推進課

スマートシティ戦略部 地域戦略・特区推進
課

文化課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 魅⼒づくり推進課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 スポーツ振興課

70,484

所管課

部局名 課名

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 文化課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

文化課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

魅⼒づくり推進課

文化課府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 スポーツ振興課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 スポーツ振興課

大阪スポーツプロジェクト推進事業 ・スポーツによる都市魅⼒の向上につなげるため、在版スポーツチームと⼀体となった組織を設⽴し、スポーツツーリズムを推進する。 2,000 府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 スポーツ振興課

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 魅⼒づくり推進課

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 魅⼒づくり推進課

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 魅⼒づくり推進課

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 企画・観光課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 スポーツ振興課

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 企画・観光課

府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 企画・観光課



国際課府⺠⽂化部都市魅⼒創造局

大阪産(もん)グローバルブランド化促進事業 ・⼤阪産(もん)・⼤阪産(もん)名品等のPRや販路拡⼤、付加価値の⾼い商品等開発を促進し、ブランド⼒向上と購⼊機会の拡⼤を図るとともに、伝統や特徴のある⼀次産
品・加⼯⾷品など「⼤阪の⾷」の魅⼒を発信する。 55,942

オーケストラハウスの管理 【再掲】

オリ・パラ等キャンプ等誘致事業

上⽅演芸資料館（ワッハ上⽅）管理運営事業 【再掲】 （再掲）

（再掲）大阪文化芸術創出事業 【再掲】
（⽂化芸術の魅⼒発信）

文化の振興に関連する施策

ー・府の友好交流先をはじめ、海外との交流を実施する。友好交流事業・国際交流推進事業

132

80,576

② 文化関係施設のネットワーク化と市町
村連携

① 文化芸術拠点の充実や機能強化

・府内市町村に対する様々な情報の提供、⽂化⾏政担当者間における意⾒交換や府内での先進事例の共有、市町村と連携した⽂化芸術事業の実施など

③ 新たな文化の創造・国内外への発信、
他⽂化への理解や交流の促進

施策

アーティスト等が交流・連携・協働する拠点としての機能を強化し、⽂化芸術の創造及び振興を図るとともに、府所蔵美術作品の管理・活⽤や次世代の担い⼿の育成にも取り
組む。

128,307

ー

なにわ伝統野菜の振興 ・古くから⼤阪の⾷⽂化を⽀えてきた「なにわの伝統野菜」の発掘と復活などに取り組む。

・⾷博覧会・⼤阪の場を活⽤し、⼤阪の⾷⽂化や⾷の魅⼒を全国や海外に発信する。

⼤阪産（もん）⿂介類の魅⼒発信

文化財の保存・継承と親しむ機会の充実 ・⽂化財の種別や特性に応じて、計画的な修復、防災対策等その他の保存に必要な措置を講じ、⽂化財の適切な状態での保存・継承を図る
・⽂化財の定期公開や発掘調査現場公開、学校連携の促進等、多様な公開・活⽤⼿法の実践により、府⺠が⽂化財に親しむ機会を充実

文楽伝承事業 ・⼤阪が世界に誇る伝統芸能である「⼈形浄瑠璃⽂楽」の保存継承事業を⾏う(公財)⽂楽協会に補助を⾏い、技芸の伝承とともに鑑賞機会の充実等を図る

府内市町村との連携

・万博記念公園駅前周辺地区において「⼤規模アリーナを中核とした⼤阪・関⻄を代表する新たなスポーツ・⽂化の拠点づくり」を推進する。万博記念公園駅前周辺地区活性化事業

百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用事業 【再掲】 （再掲）

18,684

11,947

・オリパラの事前キャンプを誘致する市町村の取り組みを支援し、機運醸成を図る。

ー

教育庁 文化財保護課

教育庁 文化財保護課

スマートシティ戦略部

江之⼦島⽂化芸術創造センター（enoco）管理運営事業

事業概要
R3年度
当初予算額
（千円）

所管課

施策の方向性 C 「文化が社会を形成する」

③ 文化資源の保存、活用、継承

楽しいまちづくり（テクノロジー技術を活⽤した魅⼒づくり） ・AR,VRなどの最先端テクノロジー技術を⽤いて、⽂化財そのものの魅⼒や⾃然景観などの魅⼒を演出し、新たな魅⼒価値を創造 ー スマートシティ戦略部 地域戦略・特区推進
課

スマートシティ戦略推進事業（⼤阪スマートシティパートナーズ
フォーラム・プロジェクト＜インバウンド・観光の再生＞）

・「⼤阪スマートシティパートナーズフォーラム」（※）において、府内市町村の地域・社会課題を解決するためのプロジェクトを令和２年１１⽉に開始。「インバウンド・観光の再
生」をプロジェクトのテーマの一つとして設定。
※⼤阪モデル”のスマートシティ実現に向けて、⼤阪府、府内市町村、企業、シビックテック、⼤学等が連携し、地域・社会課題を解決していく「公⺠共同エコシステム」として令和
２年８⽉に設⽴。

（再掲）

63,909

スマートシティ戦略総
務課、地域戦略・特
区推進課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 文化課

府⺠⽂化部 府⺠⽂化総務課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 文化課

府⺠⽂化部⽂化・スポーツ室 スポーツ振興課

部局名 課名

環境農林⽔産部流通対策室

IR推進局 企画課・推進課

「食博覧会・大阪」活用事業
（´21⾷博覧会・⼤阪は中⽌）

IRの推進 ・夢洲において、⼤阪・関⻄の持続的な経済成⻑のエンジンとなる世界最⾼⽔準の成⻑型ＩＲの実現をめざす。

－

13,015

－

－・「魚庭（なにわ）の海づくり大会」や「魚庭の大漁旗デザインコンクール」などのイベントを活用し、大阪漁業を発信するとともに「はま」と「まち」のふれあいの場を創出する。

百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用事業 ・世界遺産「百⾆⿃・古市古墳群」について、「世界遺産条約」に基づく義務を果たすため、資産の保護保存、活⽤の取組みや資産の価値と魅⼒を発信する取り組みを、府、
地元３市（堺市、羽曳野市、藤井寺市）が一体となり進める。 府⺠⽂化部都市魅⼒創造局 魅⼒づくり推進課

環境農林⽔産部農政室

環境農林⽔産部流通対策室

環境農林⽔産部 水産課

国内外への魅⼒発信事業 魅⼒づくり推進課府⺠⽂化部都市魅⼒創造局88,000・国内外の⼈々を惹きつけるキラーコンテンツを実施し、⼤阪の魅⼒を全世界に強⼒に発信することで、多くの⽅々を⼤阪に誘客する起爆剤となる事業を実施する。


