
■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】危機管理

1 市町村支援強化促進事業 2,694
大規模災害時における市町村の受援計画の策定促進に向けた
委託事業（ガイドラインの作成・研修）

市町村における新型コロナの対応状況を踏まえ、今年度の実
施は見送り

2
地震災害等対策費（大阪府地域防災
総合演習負担金）

1,160 水防関係機関との総合演習 関係先との調整の結果、今年度の実施は見送り

3 地域防災基金事業費 1,000
府消防協会を通じて、全国消防操法大会に出場する消防団へ
支援

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の開催は見送り

4 ⻘少年施策企画調整費（⻘少年賞） 402 ⻘少年賞の開催 今年度の⻘少年賞を延期

5
少年サポートセンター運営費（少年
サポートセンター）

61,166
少年サポートセンターの運営費（立直り支援員人件費、事務
所借上家賃等）

新型コロナ感染症防⽌対策として、通所事業を休⽌（４〜５
月）

6
犯罪被害者等⽀援事業費(府⺠理解増
進のための啓発事業）

270 リーフレット作成
既存のリーフレットや他の広報媒体を活用する等し、今年度
の作成は見送り

7
公⺠連携性犯罪・性暴⼒被害者⽀援
事業費（性暴力被害者支援ネット
ワークの連携強化）

97 性暴力被害者支援ネットワーク連携・協力会議の開催 開催回数を縮小

8
総合的な治安対策推進事業費（推進
会議、庁内推進会議運営事業）

461 安全なまちづくり推進会議総会等の開催 開催回数を縮小

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要

資料１
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】 政策企画部

1 総務連絡費（国家要望） 1,380
主要施策の円滑な運営に資するため、政府・国会等に対する
要望を行うための経費

国家要望にかかる業務のうち､説明会（大阪）について、今年
度の実施を見送り

2 栄典表彰費（知事表彰） 1,610 憲法施行記念日並びに表彰式における知事表彰経費
栄典表彰にかかる業務のうち､表彰式について、今年度の実施
を見送り

3 栄典表彰費（栄典） 135
春の叙勲・褒章にかかる拝謁等に係る経費(事業費は秋の叙勲
に係る経費を含む)

国において、拝謁について今年度の実施を見送り

4 外国人材受入環境整備推進事業費 2,233
中小企業の人手不足の状況等の調査、外国人材と中小企業と
のマッチングプラットフォームの構築準備に係る経費

プロットフォームの構築に向けた取組みは今年度は見送り。
現状把握、課題整理は実施

5 成⻑戦略推進費 600 成⻑戦略の改訂業務に係る経費（有識者WG開催経費）
新型コロナによる新しい生活様式や社会構造の変化、大阪経
済への影響を踏まえ、新たな戦略を策定し、今後の成⻑戦略
につなげていく予定

6
成⻑戦略推進費
（人口ビジョン関係）

30 移住・定住セミナー開催に係る経費 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

7
地方分権推進費
（分権ビジョン関連業務）

309
分権ビジョンの改訂を見据え、有識者を招聘して研究会
を開催する経費

開催時期を見直す

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《令和2年5月20日時点》

【部局名】 政策企画部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

8
関⻄空港全体構想促進協議会活動
（うち利用促進事業）

ー
関⻄空港全体構想促進協議会として、関空ゲートウェイ
機能強化促進事業（利用促進事業）を実施

新型コロナによる移動制限が一定緩和されるまで実施を延
期。緩和後、空港機能の早期回復に向け、特別対策事業を実
施する方向で、関係団体と調整中

9 10歳若返り実践モデル事業 7,571 10歳若返りに資する実践モデル事業の実施経費 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

10 10歳若返り発信事業 5,423 セミナー・シンポジウム開催、SNS等による情報発信等 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

11 10歳若返りPA会議 794 有識者の助言を得る会議運営経費 開催時期を見直し

12
２０２５日本万国博覧会推進事業費
（６月BIE総会への出席）

4,664 6月に開催が予定されていたBIE総会への参加経費 BIE総会の延期に伴い、今年度は見送り

13
２０２５日本万国博覧会推進事業費
（ドバイ万博での参加招請・ＰＲ）

50,256
 ドバイ万博（10⽉〜）における⼤阪・関⻄万博への参加招請
活動、ジャパンデーでの大阪のＰＲ活動に関する経費

ドバイ博の延期に伴い、今年度は見送り。PR活動は別途検討
する
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】総務部

1
パソコン⼀⻫シャットダウンシステ
ム構築事業費

44,308
時間外勤務の縮減等に向け、勤務時間終了時にパソコン
シャットダウンのシステムを導入

府庁版働き方改革のうち、新型コロナの感染症対策である在
宅勤務の早急な本格実施を先行するため、今年度は見送り

2 人事事務費（職員表彰費） 1,349 他の模範として推奨すべき職員等を知事が表彰 新型コロナの感染状況等を踏まえ、延期

3 自衛官募集事務費 5 ⾃衛官募集に係る市町村担当課⻑会議の共催
新型コロナの感染状況等を踏まえ、延期を判断
自衛隊大阪地方協力本部と要調整

4
選挙管理委員会事務局費
（市町村組織・活動活性化研修等）

7,449 選挙管理委員会の運営に係る経費、選挙管理委員の旅費
新型コロナの感染状況等を踏まえ、延期を判断
今後、選管委員会と要調整

5 選挙管理委員会委員報酬 7,092 選挙管理委員の報酬
定例委員会の開催回数の縮減を検討
今後、選管委員会と要調整

6 咲洲庁舎活用促進事業費 279,818 高層階の事業者入居に向けた環境整備 工事費の一部を見直し

7
咲洲庁舎設備等改修費
（空調自動制御設備改修）

276,000 咲洲庁舎の空調自動制御設備の改修 工事費の一部を見直し

8
咲洲庁舎設備等改修費
（ITV(監視カメラ)設備改修）

41,600 咲洲庁舎設置の監視カメラ、モニター等の改修 今年度は見送り

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費 事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】総務部

№ 事業名
R２予算額（千円）

備考事業費 事業概要

9
⻑周期地震動追加対策事業費
（テナント関係移設費等）

81,501
⻑周期地震動対策として実施するテナント関係の移設に
係る経費

工事の見直しにより、移設費の一部を見送り

10
加工統計整備費
(地域メッシュ統計作成費）

609 統計情報を地域メッシュ別に把握し、基礎資料を提供 業務の簡素化

11
統計普及諸費
（データおおさか作成費）

886 大阪の主要な統計データに係る冊子の作成・配付 業務の簡素化

12 電子調達システム拡張事業費 200,002 情報システムを活用した見積徴取を全業種に拡大
システム運用開始時期を延期することにより今年度委託経費
を減額

13
契約管理事務費
（清掃等業務に係る総合評価委員会
運営費）

184 清掃等業務に係る総合評価委員会の開催経費 委員会の開催回数を縮減

14
訟務事務調整費
（研修講師謝礼）

111 全職員を対象としたコンプライアンス研修の講師への謝礼
新型コロナの感染状況等を踏まえ、コンプライアンス研修の
実施を見送り

15 自主研修受講支援事業費 624 外部機関実施研修（自治大学校）への参加
研修参加の延期を検討
自治大学校と要調整
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】財務部

1 公有財産管理システム運営費 9,051 公有財産管理システムの運用、改修等 上半期予定していた改修を下半期に延期

2
財産管理諸費
（一般競争入札実施費）

2,847 府有財産の一般競争入札の実施にかかる経費 実施回数の見直しにより縮小

3 税務システム事業費（政策） 514,478 税制改正等に伴う税務システムの改修 システム改修の範囲を見直しのうえ縮小

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】スマートシティ戦略部

1 RPA推進事業費 8,107
職員自身でのＲＰＡ化を推進する等、ＲＰＡの適用拡大を図
る

業務の一部を縮小

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】府⺠⽂化部

1
大阪府市都市魅力戦略推進会議運営
費

2,192 大阪府市都市魅力戦略推進会議の運営にかかる経費
戦略策定の予定時期を延期し、年度内に成案化
大阪市と要調整

2 外国人旅行者安全確保事業費 6,760
「Osaka Safe Travels」広報用カード、防災リーフレットの
作成・発送

外国人の来阪状況を踏まえ休止

3 宿泊税導入推進事業費 2,750 宿泊税制度周知、審議会開催等 スケジュール変更が可能であるため延期

4
ＯｓａｋａＦｒｅｅＷｉ−Ｆｉ設置
促進事業費

54,000 Osaka Free Wi-Fi設置事業に対する補助 外国人の来阪状況を踏まえ休止

5 多言語メニュー作成支援事業費 20,077 「TASTE OSAKA」システム運営、広報啓発 システム保守のみ実施し、広報啓発は休止

6 市町村等観光振興支援事業費 100,710 市町村等が実施する観光振興施策に対する補助
市町村の需要を見極め、観光拠点魅力向上メニューに縮小し
て実施

7
宿泊施設おもてなし環境整備促進事
業費補助金

50,000
宿泊施設、特区⺠泊、新法⺠泊における多⾔語化等に対する
補助

宿泊施設の需要を見極め、反転攻勢向けメニューに縮小して
実施

8
大阪駅・梅田駅周辺案内表示整備事
業費補助金

16,775 大阪駅周辺の案内サイン整備に対する補助
スケジュール変更が可能であるため延期
国、鉄道事業者、大阪市等と要調整

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《令和2年5月20日時点》

【部局名】府⺠⽂化部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

9 ウェルカム大阪おもてなし事業費 44,595 観光ボランティア配置及び体験型府⺠講座の開催 賃借料等の必要経費を除き、事業は休止

10
大阪ミュージアム推進事業費
（恒常的なまちの魅力向上支援事業
補助金）

6,289 恒常的なまちの魅力向上支援事業補助金 地域団体の需要を見極めた上で延期

11
ナイトカルチャー魅力創出事業費
（ナイトカルチャー発掘・創出事
業）

28,060
外国⼈旅⾏者等を対象としたナイトカルチャ−事業の⽴ち上
げや事業継続に向けた取り組みを支援

新規拡大枠補助金については休止
継続枠補助金については事業者との調整により実施を判断

12
百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活
用事業費

19,618
「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、活用の取組を府・堺市・羽曳野市・藤井寺市で構成する
団体が主体となり推進

開催が必要な国際専門家会合の開催時期については延期
事業内容の変更にあたっては、4自治体で構成する会議等にお
いて判断が必要

13 大阪周遊促進事業費 60,641
府域の周遊コースを設定し、ガイドブックを作成するととも
にツアーを実施。百舌鳥・古市エリア周遊バスツアーの実
施。大阪市・堺市と連携した周遊ニーズの実証

事業内容を精査し、縮小
但し、大阪市・堺市と連携した事業については、両市と要調
整

14
水と光とみどりのまちづくり推進事
業費
(特殊機能付加新船建造支援事業)

50,000 喫水調整機能を付加する新船建造等に対する助成 Ｒ２年度助成と、Ｒ３年度助成に向けた事業者募集を休止

15
水と光とみどりのまちづくり推進事
業費(水辺にぎわい空間づくり事業
(大阪城港))

450,900 大阪城エリアに公共船着場を整備するための工事等を実施 事業計画の見直しや整備工事の年割を変更

16 災害時多言語支援事業費 3,917
災害多言語情報ウェブサイト･アプリ「Osaka Safe Travels」
の広報媒体（フライヤー・ステッカー）の作成
事業者向け災害時多言語対応講座の開催

外国人旅行者の来阪状況を踏まえ休止
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】府⺠⽂化部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

17 第4次大阪府文化振興計画 0 大阪府文化振興計画の策定に向けた審議会の開催
計画策定の時期を延期し、年度内に成案化
大阪市との要調整

18 ＯＳＡＫＡ女性活躍推進事業費 3,923
経済団体、大学等との協働により、企業向けセミナーや若年
者向けセミナー等を実施

スケジュールの変更が可能であるため、延期

19 観光政策調査研究事業費（海外出張） 2,880 MICEなど国際イベント誘致に関する海外調査旅費 海外出張を伴うため休止

20
トラベルサービスセンター運営費負
担金

51,199
大阪駅、新大阪駅構内における観光案内所の運営に対する負
担金

開所時間の短縮等により縮小

21 高校生等海外進学支援事業費 44,608
海外の大学進学をめざす府内高校生を支援するため、講座や
英国短期留学等を行う「おおさかグローバル塾」を実施

英国短期留学は休止、講座のみ実施

22 国際人材事業費 9,865 府職員のJETROサンフランシスコ事務所派遣 米国の状況を踏まえ研修時期を延期のうえ実施

23 文化施策推進費 116
⼤阪府庁舎等を芸術⽂化活動の発表の場として提供し、⺠間
の文化芸術団体が実施する自主的な事業を促進

事業内容を精査し、縮小
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】府⺠⽂化部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

24
上方演芸資料館管理運営費
（上方演芸魅力発信事業）

30,778
収蔵資料を活用した展示やワークショップの開催により、上
方演芸の歴史や魅力を広く発信

受付対応業務委託等について事業内容を縮小

25
オリンピック・パラリンピック等ス
ポーツ機運醸成事業費

1,118
オリンピアン・パラリンピアンを府内の小学校・スポーツイ
ベント等に派遣

スケジュール変更が可能なため、年度内において実施時期を
延期

26
万博特会 管理費
 普通建設事業費

332,383 トイレの改修事業等、万博公園の機能向に関する事業の実施 整備工事の年割を変更し、工事規模を縮小や休止

27
万博特会 管理費
 一般事業費

40,404
太陽の塔の重要文化財指定に向けた調査等、万博公園の魅力
づくりに関する事業の実施

事業計画の年割を変更し、事業規模を縮小や休止

28
万博特会 管理費
 一般事業費（万博50周年記念事業)

90,400
1970年大阪万博の開催50周年を記念し、様々なイベントの実
施

事業規模を縮小

29
万博特会 管理費
 万博記念公園駅前地区事業者誘致
業務

58,594 万博記念公園駅前地区活性化事業の実施に伴う事前準備 既契約の一部事業を除き休止
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】IR推進局

1
府⺠・市⺠全体への情報発信
（セミナーの開催）

1,550 ＩＲについての府⺠・市⺠向けセミナーの開催 新型コロナの感染状況等を踏まえ、開催回数を縮小

2
府⺠・市⺠全体への情報発信
（パンフレットの活用）

575 区域整備計画等の内容をまとめたパンフレットを作成 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の作成は見送り

3
ギャンブル依存症対策に係る海外先
進事例調査

2,696
海外の先進的な依存症対策や、治安対策等についての調査・
分析

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施は見送り

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】福祉部

1 庁内職場実習の実施 0
知的障がい者及び精神障がい者を対象に、府庁内で職場実習
の機会を提供

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施の見送りを検討

2
砂川厚生福祉センターPCB廃棄物処
理対策事業費

15,616 砂川Cで保管しているPCB廃棄物についての処分経費 今年度の実施を見送り

3
障がい児者虐待防止支援事業費
（虐待防止・権利擁護研修）

2,595
市町村職員や府内障がい福祉サービス事業者（主に管理者や
責任者）に向けた虐待防止・権利擁護研修

新型コロナの感染状況等を踏まえ、市町村職員向け研修は縮小して実
施。事業者向け研修の休止・縮小等の判断にあたっては、国の判断が
必要

4
障がい者差別解消総合推進事業費
（大阪府障がい者差別解消協議会）

3,921 大阪府障がい者差別解消協議会を開催（6回予定） 開催回数を見直して実施

5
精神障がい者社会生活適応訓練事業
費

7,482
精神障がい者が就労訓練を通じた社会的自立の促進や、精神
障がい者雇用セミナー等を開催

新型コロナの感染状況等を踏まえ、セミナーの今年度の実施の見送り
を検討

6 就労移行等連携調整事業費 4,000 就労系サービス事業所に対するアドバイザー派遣や研修 新型コロナの感染状況等を踏まえ、研修の実施の見送りを検討

7
行政の福祉化推進会議公務労働検討
チームの運営

0
大阪府の公務労働内における知的障がい者等の適職の調査研
究等の検討

職場定着支援関係を除き、今年度の実施の見送りを検討

8
障がい者差別解消総合推進事業費
（心のバリアフリー推進事業）

3,054 講演、意見交換会など 新型コロナの感染状況等を踏まえ、事業規模の縮小を検討

備考事業費
№ 事業名

R２予算額（千円）
事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】福祉部

備考事業費
№ 事業名

R２予算額（千円）
事業概要

9
地域医療介護総合確保基金事業費
（おおさか介護かがやき表彰事業）

1,844 労働環境・処遇改善に取組む介護事業所の表彰 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

10
介護職員処遇改善加算取得促進支援
事業

19,938
介護サービス事業者における処遇改善加算の取得促進に向
け、専門的な相談員へ委託

新型コロナの感染状況等を踏まえ、実施期間を縮小

11
⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦貸付事務費
（⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦貸付事務
費）※特会

50,157 ⺟⼦⽗⼦寡婦福祉資⾦の償還指導 償還の訪問催告について実施規模を縮小

12
⺠⽣委員関係事業費
(⺠⽣委員指導費）

3,763 ⺠⽣委員関係の表彰式典及び記念講演等 記念講演等は今年度の実施を見送り。表彰式典は規模を縮小

13 戦没者追悼式等事業費 9,415
先の大戦による沖縄以南の大阪出身戦没者や大阪府内の戦争
犠牲者(12万7千余名)の追悼等を遺族等と共に行う。

新型コロナの感染状況等を踏まえ、大阪戦没者追悼式、なにわの塔参
拝は今年度の実施を見送り。全国戦没者追悼式の休止・縮小等の判断
にあたっては、国の判断による。

14
外国人介護福祉士候補者受入施設学
習支援事業費
（外国人介護人材受入支援事業）

8,000
外国人介護人材（技能実習生、特定技能）の介護技能を向上
するための集合研修等の実施

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

15
地域医療介護総合確保基金事業費
（介護ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ戦略事業）

7,000
府内の特別養護老人ホームにおいて、小・中学生の親子を対
象としたイベントや介護の体験等を実施

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施の見送りを検討。関
係団体との調整が必要

16
地域医療介護総合確保基金事業費
（マッチング力の向上事業）

89,757 福祉の就職総合フェアの開催
新型コロナの感染状況等を踏まえ、7月開催は見送り。3月開催の休
止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが
必要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】福祉部

備考事業費
№ 事業名

R２予算額（千円）
事業概要

17
福祉人材センター運営費
（福祉人材センター事業費）

13,501 福祉の就職総合フェアの開催
新型コロナの感染状況等を踏まえ、7月開催は見送り。3月開催の休
止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが
必要

18
指導監査事業費
（社会福祉法運営費）

16,305 社会福祉法人等への指導監査業務（令和2年度指導監査実施方
針等にかかる説明会など）

指導監査実施方針等の説明会は、新型コロナの感染状況等を踏まえ、
今年度の実施を見送り。社会福祉法人等に対する指導監査業務は今後
検討

19
公契約における障がい者雇用の創出
と継続雇用に向けた支援

0
ハートフル条例に基づく、公契約において雇用された障がい
者等の職場定着や継続雇用を推進する取組みを実施

総合評価入札にかかる取組みについて、今年度の実施を見送り

20 要介護認定事務ワーキング 0 ワーキング会議の開催 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

21
介護保険市町村等支援・指導費
（介護保険指導事務費）

447 保険者（市町村等）に対する指導、情報提供等 市役所等での直接指導について、今年度の規模を縮小

22

施設サービス事業者指定・指導監査
事業費
（施設サービス事業者指定・指導監
査費）

3,285 介護保険施設等への集団指導及び一般指導を実施

今年度の集団指導の実施を見送り、インターネットを活用した研修等
へ変更
一般指導の休止・縮小等の判断にあたっては、新型コロナの感染状況
等の見極めが必要

23
介護保険事業者指定・指導監査事業
費（介護保険事業者指定・更新等業
務）

21,503 居宅サービス事業者への集団指導及び実地指導を実施
今年度の集団指導の実施を見送り、研修資料をwebにて情報提供。
実地指導（虐待等の重大案件（監査）を除く）の休止・縮小等の判断
にあたっては、新型コロナの感染状況等の見極めが必要

24 特別児童扶養手当支給事業費 4,274 市町村担当者講習会の開催 ５月の開催分は見送り、７月は今後検討
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】健康医療部

1
⺟⼦保健医療推進事業費
（健やか親子２１全国大会開催事
業）

3,267 健やか親子全国大会の開催 国の判断により、今年度の開催は見送り

2
依存症対策強化事業費
（依存症問題啓発週間事業）

1,016 啓発イベントの開催
新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の開催は見送り
※啓発ポスター等は発注済み

3
健康寿命延伸プロジェクト事業費
（健活おおさか推進府⺠会議関連事
業・健活セミナー事業）

8,174
・健活おおさか推進府⺠会議の開催
・女性の健活セミナーの開催

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の開催は見送り

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】商工労働部

1
商工振興総務企画推進事業費（新事
業分野開拓事業者認定審査会）

98 審査会にかかる事務費 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の開催は見送り

2 ベンチャー企業人材確保支援事業 0
ベンチャー企業の人材確保にかかる情報提供サイトの更新（8
月頃）及びイベント開催（10月頃）

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の開催は見送り

3
外部連携事業（東証・証券業協会・
大阪府立大学・未来)

0
主に外部機関が実施するイベント・セミナー等への出席、後
援、集客協⼒、登壇者派遣、ベンチャー企業の推薦等（夏〜
冬）

上半期に着手する事業は休止、下半期は情勢をみて判断

4 女性創業支援 0
他団体が実施する女性創業支援事業のイベント・セミナー等
の運営・出席・後援・集客協力等

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の開催は見送り

5
中小企業新事業活動促進支援事業
（承認企業等支援事業）

1,028 中小企業の経営革新計画の承認を受けた企業等の支援
なにわマーケティング⼤学（５〜12⽉）は、新型コロナの感
染状況等を踏まえ、今年度の開催は見送り

6 創業支援ネットワーク会議 0
府内創業支援機関担当者の支援スキルの向上と横のつながり
を強化することを目的に実施する会議。（年３回予定、出席
者60〜100⼈）

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の開催は見送り

7 MOBIOcafe 0
ものづくり中小企業に対する情報発信、交流機会提供等のた
め、セミナーと交流会を実施（年70〜100回）

当面、開催を見合わせ、情勢をみて再開を判断

8
ものづくり企業販路開拓支援事業費
（ものづくり中小企業顕彰事業費）

800
大阪ものづくり優良企業賞2020実行委員会（９月に受賞者決
定、２月に表彰式）への運営負担金

新型コロナの感染状況を踏まえ、今年度の開催は見送り
休止には実行委員会の承認が必要

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】商工労働部

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要

9
ものづくり企業販路開拓支援事業費
（ものづくりプロモーションツール
制作事業費）

12,121 大阪のものづくり力PRのための冊子制作やWEB展開 冊子作成など事業の一部を見直し

10
ワーク・ライフ・バランス推進啓発
事業費

881
中小零細企業に「働き方改革」の機運醸成を図るための街頭
啓発活動やセミナー開催等

街頭における啓発グッズ配布の見送りなど事業の一部を見直
し

11 勤労者生活安定化事業費 2,087
中小零細企業で働く労働者等の待遇改善を図るためのセミ
ナーの開催等

開催時期や回数の見直しなどにより事業規模を縮小
労働環境向上塾については市町村との調整が必要

12 職業啓発推進事業費 5,704 公正採用にかかる啓発冊子の作成、研修等 当面、実施を見合わせ、情勢をみて再開を判断
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】環境農林水産部

1
新たなエネルギー社会の構築推進事
業（エネルギー地産地消プランの推
進）

3,333
エネルギー政策の効果的な推進のためスマートエネルギー協
議会を開催。エネルギー地産地消推進プランの改定のため府
市共同設置のエネルギー政策審議会で審議

スマートエネルギー協議会の会議開催回数等を縮小

2
新たなエネルギー社会の構築推進事
業費（おおさかスマートエネルギー
センターの運営）

4,456
省エネ等に関する相談窓⼝を府市共同で設置し、⺠間事業者
のマッチング等を実施

イベント出展等の広報の一部について縮小

3
新たなエネルギー社会の構築推進事
業費（融資事業 過年度貸付金）

203,500 過年度融資分の残高に応じ金融機関へ預託を実施 年度当初の融資残高に対する預託以外を縮減

4
地球温暖化対策推進費（温暖化防止
条例及び実行計画推進事業）

2,029
審議会部会開催等により温暖化対策実行計画の改定に係る審
議を実施するとともに事業者の指導等を実施

事業者に対する説明会を休止するとともに、立ち入り調査等
を縮小

5
地球温暖化対策推進費（環境施策の
総合的推進）

3,170
環境総合計画に基づく施策の進捗管理や改定に係る審議を実
施するとともに、環境白書の作成等を実施

環境白書の印刷や受講講習等について見送り

6
地球温暖化対策推進費（家庭や企業
の省エネルギー行動推進事業）

562
推進員の委嘱や研修会の実施、環境イベント時の配布グッズ
作成等

環境イベントグッズ作成を見送るとともに推進員の委嘱に関
する事務を縮小

7
環境保全基金運営費（環境保全活動
推進事業：環境保全活動補助）

3,000 NPO等が行う環境保全活動の経費に対する補助金交付
１次募集分については交付決定済であるが、２次募集を見送
り

8
環境保全基金事業費（環境保全活動
推進事業：府⺠協働推進事業）

3,413
「豊かな環境づくり⼤阪府⺠会議」の⾏動指針を議論する委
員会の開催、環境交流促進事業の公募等の実施経費

大規模イベントは見送り。運営委員会、コンテストやイベン
ト、ワークショップ等は開催手法等を見直し、規模を縮小

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《令和2年5月20日時点》

【部局名】環境農林水産部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

9
環境保全基金事業費（環境活動を担
う人材育成事業：環境・エネルギー
技術シーズ調査・普及啓発事業）

15,776
2050年の環境の⻑期⽬標達成に向け、シーズ・ニーズ情報の
収集と得られた情報の府⺠理解促進施策等への活⽤

今年度の実施を見送り

10 みどりの基金事業費<経常的経費> 14,574
堺第7-3区での森づくり活動を促進するとともに生物多様性に
関わる施設や企業等との連携のもと普及啓発を促進
あわせて基金の積立等を実施

寄附金の積立等に係る経費以外の共生の森づくり事業及び生
物多様性保全事業は見送り

11 みどりの基金事業費＜政策的経費＞ 67,076
地域団体が連携して行う花壇づくりなどの緑化活動を促進す
るとともに自治会等に緑化樹を配付
あわせて基金の積立等を実施

寄附金の積立等に係る経費以外のみどりづくり推進事業及び
地域緑化推進事業は見送り

12 良好な緑陰づくり支援事業費 5,000
⺠間事業者による接道部への⾼⽊緑化を⽀援し、将来にわ
たって大阪の魅力となる沿道の良好な緑陰形成を促進。

今年度の実施を見送り

13 都市緑化を活用した猛暑対策事業費 376,860
市町村や鉄軌道・バス事業者などが行う植樹による緑化及び
ミスト発生器等などの暑熱環境改善設備等の整備に対し助成

⺠間事業者等が今年度実施困難と意向を⽰した分を⾒送り。
（今年度は1次公募分および調整可能分のみ実施。）

14 堺第７−３区管理事業費 139,024
 堺第７−３区における各種施設などの維持補修・改修⼯事
に係る経費等

一部の維持補修・改修工事や測量委託の実施を見送り

15
リサイクル社会推進事業費＜政策的
経費＞

17,781
・プラスチック対策推進事業にかかる経費及び循環型社会推
進計画策定にかかる経費

プラスチック対策事業のうち、府⺠啓発等の実施を⾒送り

16 環境常時監視費 198,354 ソフトウェア改良業務及び環境汚染の状況把握など ソフトウェア改良業務について延期
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】環境農林水産部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

17 環境常時監視費＜政策的経費＞ 14,193
環境データ「見る」「知る」「活かす」推進事業及び大気汚
染自動測定機整備事業

今年度は、環境データ「見る」「知る」「活かす」推進事業
について実施を見送り

18 水質汚濁防止計画推進事業費＜政策的経
費＞

4,200
⼤阪湾エコツーリズムの推進及び環境改善モデル設備の⺠間
公募

⼤阪湾エコツーリズム及び環境改善モデル設備の⺠間公募に
ついて実施を見送り

19 環境管理推進費 164,363 公害審査会の運営に係る経費等
公害紛争処理にかかる市町村職員研修会について、実施内容
を縮小

20 水質汚濁防止規制指導費 7,310
⽣活排⽔対策に係る府⺠啓発や排⽔規制や⽣活排⽔対策を実
施

啓発・イベント物品購入を見送り

21 化学物質対策推進費 5,886
化学物質管理制度の施行に係る立入や化学物質セミナーの開
催等

化学物質セミナーについては開催を見送り

22
強い農業・担い手づくり総合支援交
付金（建設）

25,542 農業者が整備する機械、施設の導入に係る経費 未実施地区について縮減

23
大阪エコ農業総合推進対策事業費
（農薬管理指導士事業等）

20,204
大阪農薬管理指導士の認定及びエコ農産物認証事務等に係る
経費

認定に係る審査会の開催回数等を縮小

24 ＧＡＰ普及推進事業費 407
国際水準GAPへ取組む経営体への指導活動、および啓発活動
としての講習会等の経費

新型コロナの影響による農家の状況を踏まえ啓発活動は見送
り、現在取組中の農家を個別支援
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】環境農林水産部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

25 大阪版施設園芸新技術普及推進事業 2,241
スマート農業技術実証事業に対する補助金及びスマート農業
普及の講習会、展示相談会の開催

新型コロナの影響による状況を踏まえ、講習会・展示相談会
の実施を見送り

26 農作物鳥獣被害防止対策事業補助金 5,389
農作物鳥獣被害対策に対する補助及び鳥獣被害対策指導人材
育成講習会の開催

講習会の開催は見送り、市町村への各種技術の情報提供によ
り支援

27 認定農業者支援総合対策費 2,518 大阪版認定農業者の認定事務等に係る経費 認定に係る審査会の開催回数等を縮小

28 ハートフル企業農の参入促進事業 10,810
ハートフルアグリサポートセンターの運営及び農業インター
ンシップの実施等

マルシェについては、新型コロナの感染状況を踏まえ判断

29 農空間保全地域制度推進事業費 691 農空間での府⺠活動を啓発するイベントを開催 今年度は見送るが、情報発信等により別途、支援

30
農空間保全地域整備事業費（農空間
づくりプラン事業）

10,304
農空間保全地域内において、土地改良区等の農業者団体が実
施する国庫補助対象外の農空間整備事業を支援

今年度は、すでに実施市町村が決定しているもののみ実施

31
農空間保全地域整備事業費（農空間
をまもろう事業）

11,112
農空間保全地域内において、土地改良区等の農業者団体が実
施する国庫補助対象外の農空間整備事業を支援

今年度は、すでに実施市町村が決定しているもののみ実施

32
農空間保全地域整備事業費（農空間
を活かそう事業）

11,765
農空間保全地域内において、土地改良区等の農業者団体が実
施する国庫補助対象外の農空間整備事業を支援

今年度は、すでに実施市町村が決定しているもののみ実施
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】環境農林水産部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

33
食品産業振興事業費
細：食品産業育成事業費
（内：大阪産（もん）名品認証関係）

583 大阪産（もん）名品の認証、認証式等 今年度の名品の認証及び認証式の実施を見送り

34
食品ロス削減対策推進事業費
細：⾷品ロス削減府⺠運動推進事業
細：消費者行動促進支援事業

6,020
食品ロス削減の啓発のため、体験型イベントの開催やデジタ
ルコンテンツの作成等を実施

今年度の実施を見送り

35

食品ロス削減対策推進事業費
細：食品ロス削減対策検討事業
細々：食品ロス削減対策検討事業
  （食品ロス推進計画策定）

297
食品ロス削減法に基づく大阪府食品ロス削減推進計画を、府
環境審議会の審議（諮問・答申）を経て策定

府として早期に削減計画を策定することが望ましいが、現状
に鑑み、諮問は行うが審議時期を延期

36

大阪産（もん）グローバルブランド
化促進事業費
細：６次産業化ネットワーク活動推
進事業

71,329
農林漁業者が他事業者と連携して実施する商品開発や施設整
備等を支援するほか、研修や交流会等を開催

集客を前提とする交流会の開催に関しては見送り

37

大阪産（もん）グローバルブランド
化促進事業費
細：食文化継承事業（食品産業振興
事業）

1,500 食文化を親から子へ伝える啓発イベントを実施 集客を前提とする事業のため見送り

38
大阪産（もん）グローバルブランド
化促進事業費（大阪産（もん）全国
魅力発信事業）

2,737
府内外での販売促進、国際的イベントでの活用、海外来賓へ
の贈与等の大阪産(もん)ブランド力強化等

事務経費及び契約済の負担金を除き見送り

39
大阪産（もん）グローバルブランド
化促進事業費(海外需要創出支援事
業)

9,551
トッププロモーション・ミッション団派遣、海外バイヤー招
聘や輸出セミナーの開催等

集客を前提とし、海外との調整及び渡航を必要とする事業で
あるため今年度は見送り
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】環境農林水産部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

40
大阪産（もん）グローバルブランド
化促進事業費（競争力強化促進事
業）

628
JETROや地域商社等による輸出支援チームの構築、同チーム
への派遣、業種別マッチング商談会 他

集客を前提とし、海外との調整及び渡航を必要とする事業で
あるため今年度は見送り

41 漁港整備保全費（建物収去強制執行事業） 14,299 裁判の和解条項の不履行に基づく建物収去の強制執行 工事請負費を縮減

42
動物愛護管理事業費（動物愛護推進
事業）

14,145
動物愛護関係行事、各種冊子の作成・配布、動物愛護推進員
の活動・支援を通じた動物愛護管理の普及啓発

犬の飼い方教室や動愛フェス出展等を見送り

43
動物愛護管理事業費（庁舎等管理
費）

33,826 動物愛護管理センター及び3支所の施設設備の維持管理 イベント用マイクロバス借り上げ費用等を見直し

44
動物愛護管理事業費＜政策的経費＞
（⻑期収容⽝の譲渡機会拡⼤事業）

608 ⺠間団体と連携して府外への成⽝譲渡を進める。 今年度の実施は見送り

45
動物愛護管理事業費＜政策的経費＞
（所有者のいない子猫への関わり方を学ぶ事
業）

1,882
授乳期の⼦猫を⺟親から引き離さないよう様々な普及啓発を
実施

今年度の実施は見送り

46
獣医療を提供する体制の整備を図る
ための大阪府計画策定業務

ー 国の基本方針に基づき策定する府計画策定業務 今年度の実施は見送り

47
酪農及び肉用牛生産の近代化を図る
ための大阪府計画策定業務

ー 国の基本方針に基づき策定する府市町村計画策定業務 今年度の実施は見送り
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】環境農林水産部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

48
野生動物対策事業費（鳥獣保護管理
事業）

50,534
鳥獣保護管理計画に基づき、野生鳥獣を適切に保護管理する
ための対策を実施

環境審議会野生生物部会の開催を見送り

49 検査指導事業費 4,855 農業協同組合の業務または会計に関する検査に係る事務費 スケジュールを見直すことにより延期

50 検査指導事業費 1,277
農業協同組合、農事組合法人、農業共済組合の指導監督に係
る事務費

スケジュールを見直すことにより延期

51 検査指導事業費 180 土地改良区の業務又は会計に関する検査に係る事務費 スケジュールを見直すことにより延期

52

環境保全基金事業費〔政策〕（環境
活動を担う人材育成事業：家庭の省
エネ・エコライフスタイル推進強化
事業）

4,304
イベント会場での家庭の省エネ相談、省エネ相談員の育成研
修会の開催など

大規模イベント開催が不透明な中、事業内容の縮小を検討

53
環境保全基金事業費〔政策〕（暮ら
しやすく快適な都市環境の創造事
業：暑さ対策推進事業）

1,081
暑さ対策セミナー開催(夏前)、⺠間事業者との連携した啓発活
動の展開(夏)など

３密となる暑さ対策セミナーの休止及びクールオアシスＰＪ
は縮小

54
環境保全基金事業費〔政策〕（暮ら
しやすく快適な都市環境の創造事
業：温暖化「適応」推進事業）

4,617
適応塾(セミナー)・啓発イベント実施(夏から秋)及び啓発パン
フ等の作成など

啓発イベント等を見直し
事業者との要調整

55 ヒートアイランド対策推進業務 ― 大阪HITECと連携したセミナーや体感説明会の開催（夏頃）
３密となるセミナー等の実施を見送り
共催事業のため相手方と要調整
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】環境農林水産部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

56
自然公園保全管理事業費<政策的経
費>（自然公園保全管理事業費）

5,254
・自然公園保全管理事業費<宿泊税>
宿泊税を活用した訪日外国人も利用可能な施設を整備

今年度の実施は見送り
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】都市整備部

1
職員研修費
（国土交通大学校等への派遣研修に
要する費用）

2,331 国土交通大学校等への派遣研修に要する費用（通年） 今年度の参加を見送り

2
【大阪府流域下水道事業会計】
研修費

799
地方公共団体職員等の下水道管理者を対象とした実務研修へ
の参加

今年度の参加を見送り

3
【箕面北部丘陵整備事業特別会計】
箕面森町土地区画整理事業
（動植物調査業務）

12,801 事業地に生息する準絶滅危惧種のｵｵﾀｶのﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査 今年度の実施を見送り

4
道路橋りょう等調査費
（大阪府交通流動将来予測）

23,204
国土交通省が作成する将来OD表に基づき、建設事業評価のた
めの基礎データの作成等

建設事業評価に必要な基礎データの作成を除き縮小
残る作業の実施を見送り

5
河川管理費
（土砂災害防止月間啓発用ポスター
等購入費）

72 土砂災害防止月間（6月）の啓発用ポスター印刷
今年度の実施を見送り
ホームページ等で啓発を実施

6 津波高潮ステーション維持管理費 4,242 老朽化している館内施設の更新を行うもの 今年度の実施を見送り

7
寝屋川水系改良費
安全対策（インフラツーリズム関
係）

2,000 インフラツーリズムの推進にあたって見学者の安全確保対策
今年度の実施を見送り
今後、関係部局との調整が必要

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《令和2年5月20日時点》

【部局名】都市整備部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

8
ダム建設費
（安威川ダム事業説明員の交通費）

70 安威川ダム事業説明員の交通費 今年度の実施を見送り

11

【港湾整備事業特別会計】
港湾施設費
（埠頭保安対策設備整備検討委託
（夕凪2号））

30,000 堺泉北港夕凪2号岸壁における埠頭保安対策設備の検討業務 国直轄事業の計画に合わせて、今年度の実施を見送り

12
【港湾整備事業特別会計】
港湾振興費
クルーズ客船誘致事業

1,038 クルーズ客船誘致活動（R2.4~Ｒ2.9） 今年度の実施を見送り

道路、河川等の境界確定図の電子化 今年度の実施を見送り

9 財産管理事業費

10 公共物管理費 1,467

道路、河川等の計画的境界確定業務（地籍調査事業等）40,378
路線移管に伴うもの等を除き縮小
残る作業の実施を見送り
今後、関係部局と調整が必要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】都市整備部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

13
【港湾整備事業特別会計】
港湾振興費
ポートセールス事業

2,220 内航貨物集荷企業訪問（R2.4~Ｒ2.9） 今年度の実施を見送り

14 中環をきれいにする日 0
毎年9月に大阪中央環状線において、地元自治会やボランティ
ア、周辺企業の協力を得て、歩道の清掃等を実施

今年度事業を縮小

15
治水事業の
広報・イベント等

0 ⼀般府⺠を対象とした治⽔事業のPR 今年度の実施を見送り

16 下水道出前講座 0
小学生を対象とした下水道の役割・大切さを学ぶために実施
する学校訪問授業

今年度の実施を見送り

17 下水処理場のイベント 0 ⼀般府⺠を対象とした流域下⽔道事業のPR 今年度の実施を見送り

18
交通安全普及費
（春の全国交通安全運動（キャン
ペーン運営委託））

1,081
春の全国交通安全運動期間に合わせて、初日キャンペーンを
実施

春のキャンペーンは中止済み

19 下⽔道展ʼ20⼤阪 0
国内外最先端の下水道技術や取組みを紹介する展示会（下水
道展）における流域下水道事業のPR

主催者の判断で今年度の実施を見送り

20
海岸維持管理費
海岸維持管理費（維持）

214 海岸美化活動（R2.6~R2.7） 今年度の実施を見送り
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】都市整備部

備考事業費 事業概要№ 事業名
R２予算額（千円）

21
【港湾整備事業特別会計】
港湾振興費
クルーズ客船誘致事業

1,436 海外クルーズ誘致推進活動（R2.4） 主催者の判断で中止済み
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】住宅まちづくり部

1

彩都（国際文化公園都市）事業費<
政策的経費>
（彩都産業立地促進事業費(営業活動
費)）

1,391
彩都産業立地促進業務（産業展出展、首都圏等への企業訪
問）に関する経費

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

2
マンション管理適正化・再生推進
事業費

6,211
管理不適正マンション等のヒアリング調査や、有識者で構成
する懇話会を実施

新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

3
福祉のまちづくり推進事業費<政策
的経費>
（鉄道駅バリアフリー推進事業）

26,000
鉄道事業者が実施するEV整備事業に対して、国、市町と協調
して補助を実施

関係機関の動向等により、今年度の実施を見送り

4
福祉のまちづくり推進事業費<政策
的経費>（ホテル等におけるバリア
フリー情報公表推進事業）

10,305 既存ホテルのバリアフリー状況実態調査 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

5
タウン管理費
（タウン推進局総務諸費(相続財産管
理人申立にかかる予納金)）

1,650 府名義地の土地譲渡契約の解除 スケジュールを見直し、今年度の実施を見送り

6
グランドデザイン推進費
（新大阪・大阪エリア推進事業 海外
視察）

300
新大阪駅周辺地域に導入すべき都市機能を検討するための海
外視察調査

海外視察調査は見送り

7
【大阪府営住宅事業特別会計】
新規着手集約事業、入居事務関係マ
ニュアル等検討業務

0 新規着手集約事業、入居事務関係マニュアル等検討業務 新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を見送り

8
【大阪府営住宅事業特別会計】
用地売却業務、中層ＥＶ事業

0 用地売却業務、中層ＥＶ事業（新規計画説明）
新型コロナの感染状況等を踏まえ、今年度の実施を一部見送
り

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】会計局

1 新公会計制度推進事業費 2,720
「指標分析の手引きVer.4.0」（R2.3策定）のさらなる充実化
に向けた調査・支援の委託や職員研修用の事例演習等の作
成・講義等

委託期間を縮小。職員研修については５月講義を見送り

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】教育庁

1

近つ飛鳥博物館・風土記の丘運営費
（政策）
（近つ飛鳥博物館・風土記の丘
 来訪者緊急対策事業）

27,954
海外来訪者を呼び込むための多⾔語解説整備、Ｗｉ−Ｆｉ設
置、トイレ洋式化工事

新型コロナの感染状況等を踏まえ、事業の一部を縮小

2 広報強化推進事業費 15,443 進学フェアの開催（実施予定時期：７月） WEB版作成などを除き、事業を見直し

3 産業教育フェア等開催事業費 1,439
大阪府高等学校芸術文化祭（実施時期未定）及び大阪府産業
教育フェア（７月実施予定）の開催にかかる負担金

大阪府産業フェアは今年度の開催を見送り、大阪府高等学校
芸術文化祭は新型コロナの感染状況等を踏まえ今後判断

4 医療的ケア通学支援事業費 567,369
医療的ケアが必要な児童生徒の通学を支援するための介護タ
クシー利用助成、看護師配置等

新型コロナの感染状況等を踏まえ、事業の一部を見直し

5 中学生学びチャレンジ事業費 338,208
生徒の学力・生活状況を分析し、指導方法等の改善に活用
（実施時期 中学３年生：６月、中学１・２年生：１月）

中学３年生は休止。

6 学習環境改善事業費 1,991,334 １系統のトイレ改修（夏改修工事） 新型コロナの感染状況等を踏まえ、見直しを検討

7 アスベスト対策事業費 257,391 教室内等の既存囲い込みシーリングの増し打ち 新型コロナの感染状況等を踏まえ、見直しを検討

8
学校施設設備緊急改修事業費
（特別教室棟床補強工事）
（体育館床張替工事）

90,233 特別教室等内の床の不陸等解消（補強）、体育館の床改修 新型コロナの感染状況等を踏まえ、見直しを検討

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】教育庁

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要

9
府⽴学校施設⻑寿命化整備事業費
（府立高等学校）

241,693
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、校舎の屋上防水・外壁改修

新型コロナの感染状況等を踏まえ、見直しを検討
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】公安委員会

1
生活安全対策事業費
（防犯活動関係消耗品費）

216 各種犯罪被害防止に資する広報啓発用ＤＶＤ等の購入費用
防犯活動が困難な当面の期間（4,5,6月）分として、事業費の
４分の１程度を縮小

2
生活安全対策事業費
（防犯腕章購入費）

210 防犯活動に従事する職員が着装する防犯腕章の購入費用
本部や警察署の在庫のあるところから、不足警察署に貸与す
るなどして対応し、事業費の２分の１程度を縮小

3
生活安全対策事業費
（街頭犯罪防犯指導用消耗品費）

475
ナンバープレート盗難防止ネジ無料取付キャンペーン等にお
いて活用するナンバープレート盗難防止ネジの購入費用

防犯活動が困難な当面の期間（4,5,6月）分として、事業費の
４分の１程度を縮小

4
生活安全対策事業費
（ポスター・パンフレット等印刷
費）

1,024
地域安全運動、歳末警戒において使用するポスター、チラシ
等の印刷費用

各警察署への配分量を節減することで対応し、事業費の４分
の１程度を縮小

5
生活安全対策事業費
（街頭犯罪防犯指導用印刷費）

475
⻘⾊防犯パトロールに係る各種証明書に要する費⽤や⼥性の
犯罪被害防止啓発リーフレット等の作成費用

防犯活動が困難な当面の期間（4,5,6月）分として、事業費の
４分の１程度を縮小

6
生活安全対策事業費
（防犯教室用消耗品費）

255
生活安全指導班が防犯教室等に使用する小道具や音響関係備
品の購入費用

防犯活動が困難な当面の期間（4,5,6月）分として、事業費の
４分の１程度を縮小

7
生活安全対策事業費
（子どもを犯罪から守るモデル地区
活動用リーフレット等製作委託料）

302 子どもの犯罪被害防止啓発リーフレットの製作委託費用
防犯活動が困難な当面の期間（4,5,6月）分として、事業費の
４分の１程度を縮小

8
生活安全対策事業費
（防犯教室用製作委託料）

304
生活安全指導班が防犯教室等に使用する「着ぐるみ」等の製
作委託費用

防犯活動が困難な当面の期間（4,5,6月）分として、事業費の
４分の１程度を縮小

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要
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■見直し事業候補一覧《令和2年5月20日時点》

【部局名】公安委員会

備考事業費№ 事業名
R２予算額（千円）

事業概要

9
少年非行防止対策事業費
（「⼤阪⻘少年を守る⺟の会」会場
借上料）

20 府下の女性団体に対する活動結果報告等
総会及び定例会の開催について、緊急避難的に代替措置を検
討

10
少年非行防止対策事業費
（「少年非行防止協力店研修会」会
場借上料）

105 事業者に対する少年非行防止に関する研修 本年度に限り緊急避難的に講習に代わる代替措置を検討

11 警察署協議会運営費 14,972 警察署協議会開催に係る委員報酬、旅費、消耗品及び郵便料 協議会の開催回数を縮小

12
少年非行防止対策事業費
（少年柔剣道大会関連経費）

1,999 ７月に開催予定の少年柔剣道大会に係る経費 今年度の開催は見送り

13
暴力排除強化事業費
（事業者責任者講習委託料）

5,463 暴力団不当要求防止責任者講習（毎月複数回実施）
４月から６月の開催は見送るが、７月以降は状況を見て実施
を判断
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