
予算事業一覧

会計名　  一般会計　   所属名　   北区役所       

(単位：千円)

通し 科目  25 年 度 26 年 度 増減

番号 (部-款-項-目) 当初① 予算② （②-①）

22,046 18,000 △ 4,046

(22,046) (18,000) (△ 4,046)

3,741 3,951 210

(3,741) (3,951) (210)

13,124 32,300 19,176

(13,124) (32,300) (19,176)

800 638 △ 162

(800) (638) (△ 162)

1,675 2,279 604

(1,675) (2,279) (604)

11,145 11,325 180

(11,145) (11,325) (180)

6,627 6,409 △ 218

(6,627) (6,409) (△ 218)

32,660 42,299 9,639

(32,660) (42,299) (9,639)

0 24,377 24,377

(0) (24,377) (24,377)

0 1,760 1,760

(0) (1,760) (1,760)

2,249 1,564 △ 685

(2,249) (1,564) (△ 685)

26,303 48,486 22,183

(26,303) (48,486) (22,183)

1,294 1,284 △ 10

(1,294) (1,284) (△ 10)

3,081 3,872 791

(3,081) (3,872) (791)

2,195 1,342 △ 853

(2,195) (1,342) (△ 853)

1,245 3,107 1,862

(1,245) (3,107) (1,862)

4,662 4,635 △ 27

(4,662) (4,635) (△ 27)

0 300 300

(0) (300) (300)

607 184 △ 423

(607) (184) (△ 423)

0 5,077 5,077

(0) (5,077) (5,077)

11,200 10,490 △ 710

(11,200) (10,490) (△ 710)

35 26 △ 9

(35) (26) (△ 9)

212 178 △ 34

(212) (178) (△ 34)

2,000 487 △ 1,513

(2,000) (487) (△ 1,513)

2,744 2,902 158

(2,744) (2,902) (158)

2,728 2,734 6

(2,728) (2,734) (6)

100 100 0

(100) (100) (0)

41,552 47,843 6,291

(40,395) (46,593) (6,198)

77,030 70,786 △ 6,244

(77,012) (70,763) (△ 6,249)

32,069 34,475 2,406

(32,059) (34,463) (2,404)

　　25

24

総務課

保健福祉課

1-2-3-330

1-2-3-3

1-2-3-3

区役所附設会館管理運営
経費

区庁舎設備維持費

総務課　他北区役所運営事務費

29

26

27

発達障がいサポート事業

住民自治課

保健福祉課

健康まつりの開催 保健福祉課1-2-3-3

保健福祉課1-2-3-3

1-2-3-3

はつらつ脳活性化プロジェ
クト事業（認知症予防事業）

北区地域福祉アクションプ
ラン推進事業

1-2-3-3

ドメスティック・バイオレンス
対策事業

1-2-3-3
乳幼児発達相談体制強化
事業

28

保健福祉課

保健福祉課

23

22 1-2-3-3

1-2-3-3

住民自治課

窓口サービス課

住民自治課

住民自治課

21

窓口サービス課

保健福祉課北区地域子育て支援事業

ひとりじゃないよ！こそだて
の”わ”事業

1-2-3-3

1-2-3-3

保健福祉課

1-2-3-3

タブレット端末を利用した窓
口サービス改善事業

人権啓発推進事業

フロアマネージャー配置事
業

14

保健福祉課

1-2-3-3

住民自治課1-2-3-3

北区緑化推進事業1-2-3-313

北区学習活動支援事業

20

17

15

青少年健全育成事業1-2-3-3

18

16

北区地域コミュニティビジネ
ス推進事業

11

19

1-2-3-3

住民自治課1-2-3-3

12

1-2-3-3

地域活動協議会一括補助
金

コミュニティ育成事業

1-2-3-3

地域安全防犯対策事業

1-2-3-3
市民協働型自転車利用適
正化事業「Ｄｏ！プラン」

新たな地域コミュニティ支援
事業

防犯カメラ設置補助金

　　

　　住民自治課

住民自治課 　　

1 1-2-3-3

1-2-3-33

2 1-2-3-3 広聴事業

4

1-2-3-3

1-2-3-3 地域防災対策事業

区政会議の運営

庁舎前駐輪対策事業5

8

　　

7

9

住民自治課

1-2-3-3

住民自治課

6

住民自治課

10

1-2-3-3

1-2-3-3

北区魅力向上事業

事  業  名

広報事業

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考担当課

総務課 　　

総務課

総務課

住民自治課

総務課

総務課

　　

http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/29.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/29.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/28.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/30.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/25.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/27.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/24.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/24.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/23.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/23.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/22.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/22.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/26.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/26.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/19.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/20.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/20.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/18.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/18.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/15.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/17.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/17.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/13.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/14.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/16.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/21.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/21.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/8.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/8.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/7.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/11.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/12.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/12.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/9.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/9.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/10.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/2.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/6.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/4.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/5.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/1.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kita/cmsfiles/contents/0000252/252527/3.pdf


(単位：千円)

通し 科目  25 年 度 26 年 度 増減

番号 (部-款-項-目) 当初① 予算② （②-①）
事  業  名

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考担当課

947 0 △ 947

(947) (0) (△ 947)

3,800 0 △ 3,800

(3,800) (0) (△ 3,800)

254 0 △ 254

(254) (0) (△ 254)

206 0 △ 206

(206) (0) (△ 206)

170 0 △ 170

(170) (0) (△ 170)

1,355 0 △ 1,355

(1,355) (0) (△ 1,355)

16 0 △ 16

(16) (0) (△ 16)

3,939 0 △ 3,939

(3,939) (0) (△ 3,939)

172 0 △ 172

(172) (0) (△ 172)

313,983 383,210 69,227

(312,798) (381,925) (69,127)

313,983 383,210 69,227 　
(312,798) (381,925) (69,127) 　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

33 1-2-3-3

住民自治課

地域福祉活動事業 住民自治課

1-2-3-3

自律的な地域運営を支援する
ための活動補助金

街頭犯罪をはじめ、全ての犯
罪を抑制するための啓発事業

住民自治課

児童遊園の整備・運営35 1-2-3-3

34

36

37 1-2-3-3

住民自治課

1-2-3-3

1-2-3-3

32

31

1-2-3-3

地域振興事業

交流まちづくり事業

住民自治課

住民自治課

区まちづくり推進費計

住民自治課

38 1-2-3-3 受付窓口環境整備事業 窓口サービス課

所属計 　

青色防犯パトロール活動事業

39 1-2-3-3 すこやか大阪21推進の取組 保健福祉課


