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地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想 

大阪府 

 

 

１．地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な方針 

 

大阪の経済状況 

本府の府内名目総生産は約３９兆円であり、産業別にみると、サービス業、卸売・小売業、

製造業の占める割合が高く、全体の６割を超える。また、府内には約３３万の中小企業が立

地しており、府内全企業の９９.６％までが中小企業である。その内、サービス業は９６.

２％、小売・卸売業（飲食店、宿泊業含む。）は９５.９％、製造業は９３.２％が、従業員

２９人以下の小規模な企業となっている。製造品出荷額では、中小企業の割合が全体の６５.

４％を占めるなど、中小企業の活力が大阪経済の源となっている。 

 

地域産業振興の必要性 

分権化時代を迎え、産業振興、地域の活性化においても、事業者に身近な大阪府や、市町

村など、地域が自らの主体性や独自性を発揮していくことが求められている。 

一方で、地域の中小企業は、国内需要の成熟化や流通構造の変化、グローバル化の進展の

中、特に東アジアにおける地場企業の競争力の急激な向上等を背景に、コスト面、さらには

近年では、品質面においても厳しい競争にさらされるようになってきた。しかし、これらの

急激な環境変化を背景にしながらも、優れた地域資源を活かし、あるいは再評価し、大都市

圏や海外の市場に打って出る意欲的な企業も生まれてきている。このような状況を踏まえ、

地域経済を支えている中小企業を支援し、地域資源を活用した新事業創出や観光・集客促進

に向けた取り組みを促進していく必要がある。 

 

地域資源を活用した新事業創出 

府内の地域資源を概観すると、次のような特徴が挙げられる。 

大阪は古代に始まり、産業･商業･交易･文化・情報の中心であった歴史が長く、地場産業や

伝統的産業集積が非常に豊富であると同時に、古代の古墳から温泉など歴史文化資源・集客

資源が豊富に存在する。特に産業集積が厚く、ものづくり産業の集積は全国でもトップクラ

スとなっている。また、大阪北部、奈良県・和歌山県等の県境等には山地が広がり、大阪市

から泉北・泉南にかけては大阪湾と接することから、農林水産資源も豊富である。さらに街

道を通じて、和歌山、奈良、京都との歴史的つながりがあり、文化財や伝承等の歴史的文化

資源も数多く存在する。 

これらの資源を活かし、数多くの地域中小企業が、新商品・新技術の開発等に取り組んで

おり、これらの取組みは地域経済の発展に大きく寄与している。 

 

中小企業が活躍できる環境づくり 

中小企業のまち大阪は、古くから商人の町として知られており、起業家精神旺盛な風土で

ある。このような土壌のもと、機動力、柔軟性に富んだ中小企業は、新事業創出の担い手と

して、その活躍が大きく期待されている。 

大阪府は、中小企業の新事業創出を支援するため、地域支援機関の連携を強化するととも

に、関連施策や制度の有機的な組み合わせを行うなど、個性ある地域産業づくりを推進して

いく。 
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２．地域産業資源の内容 

当府において、その産業資源を活用した中小企業による事業を促進する意義があると考えら

れる資源は以下のとおりである。 

 

（１）農林水産品 

名称 地域産業資源に係る地域 

青じそ 寝屋川市 

岸和田市 
アジ 

田尻町 

岸和田市 
あなご 

田尻町 

いかなご 田尻町 

岸和田市 
泉たこ 

田尻町 

イワシ 岸和田市 

えびいも 大阪府内全域 

大阪いちじく 大阪府内全域 

大阪えだまめ 大阪府内全域 

おおさか河内材 大阪府内全域 

大阪きゅうり 大阪府内全域 

大阪こまつな 大阪府内全域 

大阪しろな 大阪府内全域 

大阪たけのこ 大阪府内全域 

大阪なす 大阪府内全域 

大阪ねぎ 大阪府内全域 

大阪ふき 大阪府内全域 

大阪ぶどう（デラウェア、巨

峰、ピオーネ） 
大阪府内全域 

大阪みかん 大阪府内全域 

大阪みつば 大阪府内全域 

大阪もも 大阪府内全域 

大野ぶどう 大阪狭山市 

小山田の桃 河内長野市 

花卉（大阪エコ農産物） 大阪府内全域 

柏原ぶどう 柏原市 

岸和田市 
ガッチョ 

田尻町 

包近の桃 岸和田市 

キヌヒカリ 能勢町 

金時人参（きんときにんじん） 大阪府内全域 

毛馬胡瓜（けまきゅうり） 大阪府内全域 

勝間南瓜（こつまなんきん） 大阪府内全域 

昆布 岬町 
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名称 地域産業資源に係る地域 

細河地域の植木 池田市 

しいたけ 岬町 

岸和田市 
シャコ 

田尻町 

しゅんぎく 大阪府内全域 

しらす 岬町 

吹田慈姑（すいたくわい） 大阪府内全域 

泉州黄玉葱（せんしゅうきたまねぎ） 大阪府内全域 

泉州きゃべつ 大阪府内全域 

泉州さといも 大阪府内全域 

泉州たまねぎ 大阪府内全域 

千里の竹 吹田市 

高山牛蒡（たかやまごぼう） 大阪府内全域 

高山真菜（たかやままな） 大阪府内全域 

田辺大根（たなべだいこん） 大阪府内全域 

玉造黒門越瓜（たまつくりくろもんしろうり） 大阪府内全域 

天王寺蕪（てんのうじかぶら） 大阪府内全域 

鳥飼茄子（とりかいなす） 大阪府内全域 

能勢ぐり 大阪府内全域 

服部越瓜（はっとりしろうり） 大阪府内全域 

大阪エコ農産物（水稲、水稲

（古代米・黒米）、水稲（ﾚﾝ

ｹﾞ栽培米）、大豆、大豆（黒

豆）、さといも、山の芋、さ

つまいも、じゃがいも、スイ

ートコーン、いちご、えだま

め、えだまめ（黒豆）、黒え

だまめ、しろな、オクラ、か

ぶ、こかぶ、かぼちゃ、キャ

ベツ、きゅうり、ごぼう、こ

まつな、さやいんげん、さや

えんどう、しゅんぎく、菊

菜、だいこん、たまねぎ、た

まねぎ（シャルム）、チンゲ

ンサイ、とうがらし、万願寺

とうがらし、とうがん、トマ

ト、なす、にがうり、にんじ

ん、洋人参、ねぎ、青ねぎ、

九条ねぎ、はくさい、葉ごぼ

う、非結球レタス、ブロッコ

リー、ほうれんそう、えんど

う、実えんどう、うすいえん

どう、みずな、そらまめ、一

大阪府内全域 
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名称 地域産業資源に係る地域 

寸そらまめ、レタス、れんこ

ん、いちじく、うめ、みか

ん、温州みかん、かき、すも

も、ぶどう(巨峰・べりーA)、

ぶどう(デラウエア)、葉ぼた

ん） 

紅ずいき 大阪府内全域 

まったら愛っ娘（まなっこ）

松原育ち 
松原市 

三島独活（みしまうど） 大阪府内全域 

水なす 大阪府内全域 

箕面の柚子（ゆず） 箕面市 

芽紫蘇（めじそ） 大阪府内全域 

守口大根 大阪府内全域 

八尾若ごぼう 八尾市 

レンゲ栽培米 枚方市 

若ごぼう 大阪府内全域 

わかめ 岬町 

 

（２）鉱工業品 

名称 地域産業資源に係る地域 

味付のり 大阪府内全域 

アルミ建材 阪南市 

厚焼・伊達巻 大阪府内全域 

いかなごくぎ煮 大阪府内全域 

池田炭 池田市、豊能町、能勢町 

和泉櫛 貝塚市 

いちじくジャム 羽曳野市 

大阪市 
医薬品 

茨木市 

印材 松原市 

印刷物 大阪市 

大阪うどん 大阪府内全域 

大阪市、東大阪市、摂津市、門真市 

貝塚市 

枚方市 
大阪唐木指物 

柏原市 

大阪唐木銘木仏壇 大阪市、東大阪市、堺市、豊中市、八尾市、吹田市、松原市、柏原市 

大阪金剛簾 富田林市、河内長野市 

大阪寿司 大阪府内全域 

大阪泉州桐箪笥 岸和田市、堺市、和泉市、忠岡町 



 5

名称 地域産業資源に係る地域 

 東大阪市 

大阪浪華錫器 大阪市、東大阪市 

大阪市、東大阪市、豊中市、堺市、八尾市、吹田市 

岸和田市 

羽曳野市 

寝屋川市 

大阪塗仏壇 

阪南市 

大阪市、東大阪市、豊中市、堺市、八尾市、 

岸和田市 

羽曳野市 
大阪仏壇 

寝屋川市 

大阪市、吹田市、摂津市、松原市 
大阪欄間 

貝塚市 

大阪市、摂津市、松原市 
大阪欄間彫刻 

貝塚市 

おこし 大阪府内全域 

お好み焼き 大阪府内全域 

鏡 大阪市、松原市 

菓子 大阪府内全域 

柏原ワイン 柏原市 

松原市 

東大阪市 金網 

四條畷市 

かばん 大阪市、堺市、八尾市、松原市、東大阪市 

釜揚げしらす 大阪府内全域 

ガラス工芸品 和泉市 

ガラス製品 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、吹田市、東大阪市 

革靴 大阪市 

河内そうめん 枚方市 

玩具 
大阪市、堺市、豊中市、池田市、八尾市、河内長野市、松原市、羽曳

野市、門真市、東大阪市 

大阪市、松原市、東大阪市 
靴下 

枚方市、寝屋川市、交野市 

毛織物 泉大津市 

毛馬きゅうり漬物（浅

漬・粕漬） 
大阪府内全域 

ケミカルサンダル 大阪市、東大阪市 

建築金物 大阪市、堺市、八尾市、東大阪市 

昆布 大阪府内全域 

堺打刃物 堺市 

堺市、大阪市 
堺線香 

岸和田市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

堺手織段通 堺市 

作業工具 大阪市、堺市、東大阪市 

富田林市、太子町 
作業手袋 

泉南市 

紙器 大阪市、堺市、豊中市、吹田市、守口市、八尾市、柏原市、東大阪市 

敷物 
大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、貝塚市、八尾市、富田林市、河

内長野市、和泉市 

しぐれ羹 岸和田市 

次世代ロボット 大阪市 

自転車 堺市 

児童乗物 大阪市、八尾市、東大阪市、柏原市 

事務用紙製品 大阪市、八尾市、松原市、東大阪市 

ジャム 大阪府内全域 

修羅もなか 藤井寺市 

人工衛星 東大阪市 

大阪市 
紳士既製服 

枚方市 

真珠核 松原市 

人造真珠硝子細貨 堺市、岸和田市、和泉市、高石市、 

制菌綿織物製品 熊取町 

本 
大阪市、堺市、豊中市、守口市、八尾市、富田林市、松原市、大東

市、羽曳野市、門真市、東大阪市 

石けん・洗剤 大阪市、堺市、八尾市、東大阪市 

繊維機械 大阪市、堺市、東大阪市 

銑鉄鋳物 大阪市、堺市、東大阪市 

惣菜 大阪府内全域 

タオル 貝塚市、泉佐野市、泉南市、熊取町、田尻町 

たこ焼き 大阪府内全域 

鍛工品 大阪市、堺市、東大阪市 

だんじりグッズ 岸和田市 

段ボール箱 大阪市、豊中市、守口市、八尾市、大東市、門真市、東大阪市 

堺市 
注染和晒 

柏原市 

漬物 大阪府内全域 

つまようじ 河内長野市 

豆腐 大阪府内全域 

道明寺糒（どうみょう

じほしい） 
藤井寺市 

蜻蛉玉 藤井寺市 

鉄管継手 大阪市、堺市、河内長野市、東大阪市 

天王寺蕪漬物（浅漬・

粕漬） 
大阪府内全域 
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名称 地域産業資源に係る地域 

止々呂美三品 箕面市 

塗料 大阪市 

堺市 
浪華本染めゆかた 

柏原市 

なにわ錫器 大阪市、東大阪市 

なにわワイン 大阪府内全域 

藤井寺市 

河内長野市 

高槻市 
日本酒 

交野市 

ねじ 大阪市、堺市、東大阪市 

撚糸 
大阪市、堺市、岸和田市、泉大津市、八尾市、和泉市、東大阪市、忠

岡町 

農業機械 大阪市、堺市 

歯ブラシ 大阪市、八尾市、東大阪市 

刃物 大阪市、堺市 

袋物 
大阪市、堺市、豊中市、八尾市，松原市、柏原市、門真市、藤井寺

市、東大阪市 

婦人子供服 
大阪市、堺市、岸和田市、吹田市、守口市、八尾市、寝屋川市、松原

市、大東市，和泉市、柏原市、東大阪市 

普通線材製品 大阪市、堺市、東大阪市 

布帛縫製品 大阪市 

ブラシ 大阪市、八尾市、東大阪市 

ベアリング 大阪市、堺市、河内長野市 

帽子 大阪市 

大阪市、守口市、堺市、岸和田市、泉大津市、和泉市、忠岡町 
紡績 

泉南市、阪南市 

ほうろう鉄器 大阪市、大東市 

ボタン 大阪市、八尾市、柏原市、東大阪市 

ぼたん鍋 能勢町 

魔法瓶 大阪市,堺市、門真市、東大阪市 

丸編ニット 
大阪市、堺市、吹田市、守口市、松原市、和泉市、箕面市、門真市、

摂津市、東大阪市 

水なす漬 大阪府内全域 

味噌 大阪府内全域 

むらさきもなか 藤井寺市 

大阪市、八尾市、松原市、東大阪市 
眼鏡 

岸和田市 

綿スフ織物 堺市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、忠岡町、熊取町 

毛布 岸和田市、泉大津市、和泉市、高石市、忠岡町 

木材加工品 大阪市、堺市 

木製家具 大阪市、堺市、東大阪市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

もみじの天ぷら 箕面市 

ゆかた 柏原市 

洋傘 大阪市、東大阪市 

大阪市、堺市、岸和田市、吹田市、泉大津市、茨木市、和泉市、門真 
横編ニット 

市、摂津市、高石市、忠岡町、豊中市、大阪狭山市 

ラグビーグッズ 東大阪市 

離宮の水 島本町 

ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 貝塚市、泉佐野市 

和菓子 堺市 

和紙の布（和紙織物） 阪南市 

 

（３）観光資源 

名称 地域産業資源に係る地域 

ＡＴＣ（アジア太平洋トレードセ

ンター） 
大阪市 

天野街道 大阪狭山市 

天の川七夕まつり 交野市 

安満宮山古墳（青龍三年の丘） 高槻市 

アメリカ村 大阪市 

飯盛山 岬町 

生國魂神社 大阪市 

池上曽根遺跡 和泉市、泉大津市 

池上曽根弥生学習館 泉大津市 

泉穴師神社 泉大津市 

泉大津市立織編館 泉大津市 

和泉葛城山ブナ林 岸和田市、貝塚市 

和泉市久保惣記念美術館 和泉市 

犬鳴山温泉 泉佐野市 

茨木市立川端康成文学館 茨木市 

茨木童子の像 茨木市 

今宮戎神社 大阪市 

いよやかの郷 岸和田市 

岩湧山 河内長野市 

蔭凉寺 和泉市 

老松通り 大阪市 

牛滝山 岸和田市 

鵜殿の葦原 高槻市 

叡福寺 太子町 

延命寺 河内長野市 

大阪科学技術館 大阪市 

大阪くらしの今昔館 大阪市 

大阪国際会議場（グランキューブ 大阪市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

大阪） 

大阪国際空港 豊中市 

大阪国際平和センター（ピースお

おさか） 
大阪市 

大阪市中央卸売市場 大阪市 

大阪城公園 大阪市 

大阪城天守閣 大阪市 

大阪城西の丸庭園 大阪市 

大阪市立科学館 大阪市 

大阪市立東洋陶磁美術館 大阪市 

大阪市立美術館 大阪市 

大阪人権博物館（リバティおおさ

か）  
大阪市 

大阪天満宮 大阪市 

大阪府環境農林水産総合研究所

（水産技術センター） 
岬町 

大阪企業家ミュージアム 大阪市 

伝王仁墓 枚方市 

大阪府立上方演芸資料館（ワッハ

上方） 
大阪市 

大阪府立青少年海洋センタ－ 岬町 

大阪府立近つ飛鳥博物館 太子町、河南町 

大阪府立近つ飛鳥風土記の丘 太子町、河南町 

大阪府立花の文化園 河内長野市 

大阪府立弥生文化博物館 泉大津市 

大阪歴史博物館 大阪市 

大阪ワールドトレードセンタービ

ルディング（ＷＴＣ） 
大阪市 

奥水間温泉 貝塚市 

海会寺跡広場と古代史博物館・泉

南市埋蔵文化財センター 
泉南市 

貝塚三夜音頭 貝塚市 

貝塚寺内町の街並み 貝塚市 

貝塚市歴史展示館 貝塚市 

海遊館 大阪市 

勝尾寺 箕面市 

神峰山寺 高槻市 

上方浮世絵館 大阪市 

上新田天神社とんど祭 豊中市 

関西国際空港 大阪府内全域 

観心寺 河内長野市 

願泉寺 貝塚市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

観音山公園の七夕モニュメント

（牽牛石碑・七夕歌碑） 
枚方市 

岸和田城 岸和田市 

岸和田本町景観地区 岸和田市 

北新地 大阪市 

キッズプラザ大阪 大阪市 

旧堺燈台 堺市 

旧笹井家住宅 高槻市 

旧田中家鋳物民俗資料館 枚方市 

金乗寺 岬町 

金熊寺梅林 泉南市 

熊取交流センター 煉瓦館 熊取町 

黒井の清水の碑 茨木市 

黒門市場 大阪市 

継体天皇樟葉宮跡伝承地 枚方市 

毛馬桜之宮公園 大阪市 

恋人の聖地 マーブルビーチ 泉南市 

孝恩寺 貝塚市 

高校野球メモリアルパーク 豊中市 

高校ラグビー、サッカー発祥の地 豊中市 

興善寺 岬町 

神於山 岸和田市 

郡山宿本陣（椿の本陣） 茨木市 

国立国際美術館 大阪市 

国立文楽劇場 大阪市 

小島自然海浜 岬町 

コスモスの里「伝統的な農村集

落」穂谷 
枚方市 

金剛山 千早赤阪村 

金剛寺 河内長野市 

誉田八幡宮 羽曳野市 

咲くやこの花館 大阪市 

西陵古墳 岬町 

堺環濠都市遺跡 堺市 

堺自転車会館 堺市 

堺刃物伝統産業会館（堺ＨＡＭＯ

ＮＯミュージアム） 
堺市 

サザンビーチ 泉南市 

さやま池 大阪狭山市 

三休橋筋商店街 大阪市 

史跡阿武山古墳 高槻市 

史跡今城塚古墳 高槻市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

自転車博物館・サイクルセンター 堺市 

四天王寺 大阪市 

下赤坂の棚田 千早赤阪村 

市立善兵衛ランド 貝塚市 

城山古墳の花しょうぶ園 藤井寺市 

心斎橋筋商店街 大阪市 

新世界 大阪市 

新寝屋川八景 寝屋川市 

吹田まつり 吹田市 

住吉大社 大阪市 

住吉祭 大阪市 

石仏史跡 豊能町 

摂津峡公園 高槻市 

千日前道具屋筋商店街 大阪市 

千利休屋敷跡 堺市 

泉布観 大阪市 

造幣局 大阪市 

太鼓台祭り 貝塚市 

滝谷不動明王寺 富田林市 

滝畑ダム 河内長野市 

竹内街道と王陵の谷 太子町 

田尻海洋交流センター 田尻町 

田尻歴史館 田尻町 

ＷＴＣコスモタワー 大阪市 

だんじり祭 岸和田市、貝塚市、熊取町、泉大津 

淡輪海水浴場 岬町 

淡輪ヨットハ－バー 岬町 

茶屋町界隈 大阪市 

チンチン電車（阪堺軌道阪堺線） 堺市 

通天閣 大阪市 

通法寺跡 羽曳野市 

つまようじ資料室 河内長野市 

露天神社（お初天神） 大阪市 

鉄砲鍛冶屋敷（旧市街地北部周辺

町家） 
堺市 

伝アテルイ・モレの塚 枚方市 

天神橋筋商店街 大阪市 

天神祭 大阪市 

天王寺公園 大阪市 

天王寺動物園 大阪市 

天王寺七坂 大阪市 

天保山渡船場 大阪市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

天保山ハーバービレッジ 大阪市 

天保山マーケットプレース 大阪市 

天満天神繁昌亭 大阪市 

道頓堀 大阪市 

道明寺天満宮の梅園 藤井寺市 

特別史跡百済寺跡 枚方市 

富田林寺内町の街並み 富田林市 

高山の棚田 豊能町 

豊中まつり 豊中市 

中家住宅 熊取町 

長谷の棚田 能勢町 

中之島公園 大阪市 

なにわ食いしんぼ横丁 大阪市 

なにわの海の時空館 大阪市 

難波宮跡公園（なにわのみやあと

公園） 
大阪市 

なにわ淀川花火大会 大阪市 

二色の浜公園 貝塚市 

二上山 太子町 

日本橋でんでんタウン 大阪市 

能勢の浄瑠璃 能勢町 

野間の大ケヤキ 能勢町 

野見神社 高槻市 

畑田家住宅 羽曳野市 

初谷川峡谷 豊能町 

服部緑地 豊中市 

花博記念公園鶴見緑地 大阪市 

浜街道 泉大津市 

原田神社獅子神事祭 豊中市 

万博記念公園 吹田市 

光のルネサンス 大阪市 

ひらかた菊フェスティバル 枚方市 

ひらかた桜フェスティバル 枚方市 

枚方市農業まつり 枚方市 

枚方宿鍵屋資料館 枚方市 

枚方八景 枚方市 

藤田邸跡公園 大阪市 

葛井寺 藤井寺市 

貝塚の東盆踊り 貝塚市 

枚岡梅林 東大阪市 

福聚山慈眼寺（野崎観音） 大東市 

ぶどう畑 柏原市 
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名称 地域産業資源に係る地域 

船守神社 岬町 

普門寺 高槻市 

古市古墳群 藤井寺市、羽曳野市 

長松自然海浜 岬町 

日本民家集落博物館 大阪府内全域 

法善寺横丁 大阪市 

本山寺 高槻市 

マーブルビーチ 田尻町 

舞洲スポーツアイランド（舞洲ア

ーバンオートビレッジ・バーベキ

ューガーデン） 

大阪市 

槇尾山施福寺 和泉市 

正木美術館 忠岡町 

まちかどミュージアム 堺市 

マチカネワニの化石 豊中市 

松尾寺 和泉市 

丸山古墳 貝塚市 

岬町海釣り公園とっとパーク小島 岬町 

岬町の夕陽 岬町 

水間鉄道 貝塚市 

水間寺 貝塚市 

三ツ松明土行念仏（チャンチャン

ヒキ） 
貝塚市 

御堂筋 大阪市 

御堂筋ＫＡＰＰＯ 大阪市 

水無瀬神宮 島本町 

南船場・堀江界隈 大阪市 

箕面温泉 箕面市 

箕面山七日市 箕面市 

御幸通り（コリアタウン） 大阪市 

明治の森箕面国定公園 箕面市 

百舌鳥古墳群 堺市 

八坂神社獅子神事祭 豊中市 

野中寺 羽曳野市 

山中渓 阪南市 

吉村家住宅 羽曳野市 

与謝野晶子生家跡 堺市 

淀川舟運イベント 枚方市 

淀屋橋・北浜を中心とした歴史的

建築物群 
大阪市 

レンゲ栽培田 枚方市 

瀧安寺 箕面市 
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３．地域産業資源を用いて行う地域産業資源活用事業を促進することにより当該地域産業資源に

係る地域の経済の活性化を推進する方策 

 

１．個別地域産業資源に関する施策 

（１）伝統工芸品産業の振興 

大阪の歴史と風土の中ではぐくまれてきた伝統工芸品を広く紹介するとともに、

「浪花の技展」などの展示会の開催や後継者育成事業を実施することにより、伝統工

芸品産業を振興する。 

（２）なにわの伝統野菜認証制度 

古くから府内で栽培され、大阪の農業と食文化を支えてきた歴史や伝統を持つ大阪

独特の野菜を「なにわの伝統野菜」として認証することで、これらの野菜を府民にＰ

Ｒし、地産地消を進め大阪農業の振興を図る。 

当認証制度においては、出荷する野菜が「なにわの伝統野菜」であること、販売す

る食品・調理品が「なにわの伝統野菜」を原料としていることをＰＲするために認証

マークを表示することができる。 

（３）大阪エコ農業総合推進対策事業 

環境への負荷軽減に配慮した持続的な栽培により、府民が求める安心な農産物を生

産することを基本に、「大阪エコ農産物認証制度」などを通して農業の持つ物質循環

機能を活かしながら地域環境の保全に寄与していくエコ農業を推進する。 

（４）「大阪を食べよう」推進事業 

ＪＡグループと大阪府で組織する「大阪採れたて農産物消費推進協議会」が、優れ

た栽培技術で生産された「なにわ特産品」を中心に、大阪産農産物のブランド化、新

たな消費拡大策、教育と連携した大阪産農産物の利用促進などの取組みを実施 

 

２．関連する施策 

本府においては、中小企業による地域産業資源を活用した事業を促進し、地域経済の活性

化を図るため、以下の中小企業支援及び農林水産品の利用促進等の支援策を実施する。 

（１）おおさか地域創造ファンドによる新事業創出支援 

「おおさか地域創造ファンド」を創設し、地域資源を活かした新しい取組みに対す

る助成や、地域の取り組みを広域的・専門的にサポートするなど、地域資源を活用し

た新たな事業創出を支援する。 

（２）創業支援･経営革新支援の充実強化 

大阪府中小企業センター及び９つのエリアごとに地域中小企業支援センターを設置 

し、中小企業の創業・経営革新をはじめとするあらゆる相談に対して、専門相談や、 

ビジネスプランの事業化等を支援する。また、商工会・商工会議所に配置する経営指 

導員が経営指導や施策・制度の普及を行うことにより小規模事業者等を主とする中小 

企業者の経営及び技術の改善発達を支援する。 

（３）ベンチャー企業へのサポート 

中小･ベンチャー企業の新技術や新製品等を公共工事に活用するなど、有用性の検証

や信頼性の向上を図ることによりベンチャー企業等の販路開拓を支援する。 

（４）地場産業の振興 

地域経済の主な担い手となっている地場産業等の業界が直面する多様な課題解決に

向けた取組みや地場産業の集積機能の強化を支援する。 

（５）技術支援の強化 

ものづくり中小企業に対し、技術･経営･資金･税制面などからの総合的な支援を行う。 

また、府内の産業技術総合研究所をはじめとする府立試験研究機関が、産学官の研
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究促進を図るとともに、府内ものづくり中小企業の研究開発を支援する。 

（６）デザイン力強化の支援 

中小企業の商品開発力の強化を図るうえで重要なデザイン活用を促進するため、デ

ザイン団体や地域中小企業支援センター等と連携し、デザイン相談から商品化までト

ータルに支援する。 

（７）金融新戦略による資金供給 

挑戦する中小企業の事業展開を支援するため、事業成長性評価融資や制度融資の活

用による中小企業の資金調達の円滑化に努める。 

（８）地域産業資源を活用した物品等の発注 

大阪産品や地域産業資源を活用した物品等の発注に配慮することにより、府内中小

企業者等への受注機会の増大を図る。 

（９）食品産業の育成 

大阪の食品産業の中核である（社）大阪府食品産業協会が実施する経営の近代化、

技術水準の向上、人材の育成確保等の事業に対する指導、協力を行なうとともに、府

内の食品業界団体に対して、安全安心な食の提供体制を確保するためのマニュアルづ

くりへの支援を行なうことにより、総合的な食品産業の健全な育成を図る。 

（10）加工食品の振興 

地域の原材料や技術にこだわり、府内で製造された地域の特産品について、イベン

トや HP の活用等により PR を行い、その生産振興を図る。また、地域の特産品におい

て、食品添加物を使用しないなどの一定基準を策定し、これに適合する製品について、

大阪府 E マーク食品として認証している。 

（11）大阪の食文化の体験 

府内食品関連事業者の協力を得て、食品工場等の現地見学を開催し、大阪の食文化

を府民が身近に体験する事業を実施する。 

（12）大阪産農林水産物の府内外へのＰＲ 

大阪産の農林資産物や加工食品の知名度の向上やイメージアップを目指して、産品

や産地のＰＲを行う。また、アジア諸国への輸出を目指した「おおさかの食プロモー

ション」の実施等により、「食」を通じてアジアとの交流を進めるとともに、「食」

を観光資源としての活用し、大阪の「食」の発信で新たな需要開拓を目指す。 

（13）府内観光資源の振興 

府内各地において生産されている特産品など様々な観光資源を、イベントやＨＰの

活用などにより府内外へＰＲし、その振興を図る。 

また、大規模商業集積など、外国人観光客の間でも広く知られており府内有数の観

光スポットとなっている地域に対しては、外国人観光客を意識した店づくりなどにつ

いても支援を行い、一層の誘客につなげる。 

 

 

 


