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【１ 予算編成にかかる考え方・全体予算の概要など】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２ 区長（区ＣＭ）が関与する予算額】 

 

 

 

 

【３ 区担当教育次長執行予算額】 

 

                           ５，４６８千円 

 

 

 

旭区関連予算 ９９４,４７２千円  

区長自由経費 ３０１,２６２千円  

区ＣＭ自由経費 ６９３,２１０千円  

平成３１年度 旭区関連予算（案）概要 

旭区では、平成 30年 3月からの 5年間を計画期間とした旭区将来ビジョンにおいて、「安

心して住み続けられるあたたかいまち 旭区」を区の将来像として掲げ、その実現に向けて

「安心して子育てできるまち」「やさしさあふれるまち」「活力あるまち」「安全に暮らせる

まち」を優先すべき取組の 4つの柱としている。 

計画の 2 年目となる平成 31 年度については、上記 4 つの柱に基づき、子育て・教育環境

の充実、暮らしを守る福祉等の向上、コミュニティの活性化とまちの魅力の創出、地域防災

力・地域防犯力の強化に重点を置くとともに、限られた財源のもとで一層の選択と集中を意

識し、以下の観点から予算編成を行った。 

 

・子育て支援の充実と全ての子どもが希望を持ってたくましく生きる力を身につけるため

の取組の推進 

・誰もが健康にいきいきと暮らすための取組と誰もが暮らしやすいまちづくりの推進 

・コミュニティの活性化のための取組とまちの魅力創出や地域経済活性化施策の展開 

・防災体制の充実・強化と効果的な防犯啓発の取組推進 

・防災拠点になる区役所庁舎及び附設会館（区民センター）の機能維持 
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【４ 重点的に取り組む事業】 

 

事 業 名 予 算 額 概要・工夫点 

新 児童の学力向上サ

ポート事業 

【区長】 3,110 千円 【概要】 

・ 小学 4、5年生を対象に学力分析機能付き単元テストを導入し、児童の

理解度の見える化や分析等に係る教員負担の軽減につなげるととも

に、分析結果と補助プリントの活用により、着実な学力の向上を図る。 

【工夫点】 

・ 客観的な効果測定が可能であるとともに、個々人の理解状況に応じた

補助プリントを、家庭学習の充実や、放課後の空き教室を活用して小

学校児童の学習支援を行う「学力アップアシスト事業」での活用につ

なげることにより、相乗的な効果が期待できる。 

新 中・高生自立育み

事業 

【区長】 872 千円 【概要】 

・ 家庭環境等により十分な情操教育を受けられず、職業観や就労意識を

形成しがたい中学・高校生に様々な職業に接する機会等を提供するこ

とで、自立心や自己肯定感を育み、自らの将来像を考える力・生き抜

く力の醸成につなげる。 

【工夫点】 

・ 様々な職業人の職業観に触れる機会を提供し、施設見学については区

内を中心とした企業の協力を得られるよう働きかけを行い実施する。

また「あさひ学び舎事業」と連携し、より効果的に実施する。 

拡 子育て安全ネット

事業 

【区長】 3,874 千円 【概要】 

・ 区内の関係機関が参画したあさひ子育て安心ネットワーク会議により

子育て支援に係る課題を共有し、妊娠期からの切れ目のないサポート

を行うことで、子育て環境の向上を図り、児童虐待防止につなげる。 

【工夫点】 

・ あさひキッズカードを活用して、校下単位における関係者間のネット

ワーク強化を図る。地区担当保健師が子育て家庭を妊娠期から継続的

にサポートする「大阪市版ネウボラ」の取組とあわせて、子どもとそ

の家族に対する支援が総合的かつ体系的に実施できる。 

拡 商店街魅力向上事

業 

【区長】 637 千円 【概要】 

・ 

 

 

若手商店主の横の連携を強化するための勉強会の開催や、商店街と連

携した空き店舗対策に取り組むとともに、区内店舗を利用した体験メ

ニューの開発やインバウンド誘致に取り組み、商店街の活性化を図る。 

【工夫点】 

・ 

 

 

区の地域魅力を発掘・発信する「旭区ブランド」事業と総合的な展開

を図ることで、既にブランド事業として実施している区内店舗での体

験メニューの開発などについても、ホームページ等を活用して多言語

で発信する等、外国人を含む観光客誘致に相乗的な効果が期待できる。 

 地域防災事業 【区長】 10,714 千円 【概要】 

・ 前年度の災害（地震・台風等）で顕在化した課題を解決するため、自

助・共助を担う住民の防災意識の向上を図る実戦的な訓練を行うとと

もに、通信手段の多重化のための情報機器の配備、避難所の防災備品

の充実等、いざというときに機能する地域防災拠点の充実強化を図る。 

【工夫点】 

・ 区役所の組織体制の変更を合わせて行うことで、地域担当制の充実・

強化を図り、地域ごとに異なる課題の解決につなげやすくする。また、

情報伝達手段の再構築などを機器の更新に併せて効果的に実施する。 

 



(単位：千円）

30 年 度 31 年 度 増  減

予算額① 予算額 ② （② - ①）

子育て安全ネット事業 保健福祉課 3,941 3,874 △ 67

発達障がいサポート事業 保健福祉課 1,093 935 △ 158

あさひ学び舎事業 保健福祉課 5,411 5,141 △ 270

こども食堂支援事業 保健福祉課 1,431 1,538 107

健康づくり事業 保健福祉課 996 941 △ 55

保健事務管理費 保健福祉課 966 762 △ 204

地域福祉ビジョン推進事業 保健福祉課 994 1,261 267

地域福祉事務管理費 保健福祉課 306 391 85

旭区バス運行補助事業 総務課 7,700 7,700 0

児童の学力向上サポート事業 総務課 0 3,110 3,110

児童の運動能力向上サポート事業 総務課 0 1,084 1,084

中・高生自立育み事業 保健福祉課 0 872 872

放課後おさらい事業 総務課 4,900 0 △ 4,900

地域活動支援事業 市民協働課 32,754 30,754 △ 2,000

青少年健全育成事業 市民協働課 3,555 3,531 △ 24

学校体育施設開放事業 市民協働課 1,266 1,266 0

コミュニティ育成事業 市民協働課 4,455 6,854 2,399

文化芸術を通じたコミュニティ育成事業 市民協働課 2,646 2,091 △ 555

人権啓発・相談事業 市民協働課 2,329 2,262 △ 67

生涯学習推進事業 市民協働課 1,326 1,298 △ 28

旭区魅力発信事業 市民協働課 3,646 3,080 △ 566

城北公園フェアの開催 市民協働課 4,020 4,000 △ 20

商店街魅力向上事業 市民協働課 496 637 141

地域防災事業 総務課 11,289 10,714 △ 575

防犯対策事業 市民協働課 3,008 2,608 △ 400

交通安全運動事業 市民協働課 996 765 △ 231

校庭等の芝生化事業 市民協働課 93 0 △ 93

子
育
て
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力
・
安
全

平成31年度予算要求事業一覧

事  業  名 担 当 課部会



(単位：千円）

30 年 度 31 年 度 増  減

予算額① 予算額 ② （② - ①）
事  業  名 担 当 課部会

区政会議運営事業 総務課 371 336 △ 35

広聴事業 総務課 885 1,224 339

広報事業 総務課 10,130 10,446 316

区役所附設会館管理運営 市民協働課 60,537 66,053 5,516

区役所庁舎設備維持費 総務課 39,789 47,502 7,713

住民情報業務等委託事業 窓口サービス課 36,098 36,299 201

区役所運営管理費 総務課 39,072 41,933 2,861

附設会館非常用自家発電機設備改修 市民協働課 4,921 0 △ 4,921

区庁舎非常用自家発電機設備等改修 総務課 5,523 0 △ 5,523

296,943 301,262 4,319旭区 区長自由経費



区CM自由経費予算事業

（１）一般会計 （単位：千円）

危機管理室 ・津波避難施設指定に係る表示板設置 198

経済戦略局

・スポーツ施設指定管理運営費（スポーツセンター、プール）
・文化創造拠点ネットワークの形成（芸術創造館）
・区と連携した芸術文化青少年育成事業
・創造を楽しむ元気な地域づくりの推進
・学校体育施設開放事業
・商業施設等管理

164,760

市民局
・夜間の青色防犯パトロールの実施
・しごと情報ひろば総合就労サポート事業
・男女共同参画普及啓発

5,059

福祉局

・地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業
・民生委員活動事業
・障がい者活動等推進事業
・老人福祉センター運営費

57,158

健康局
・健康づくり対策事業
・訪問指導事業
・公衆衛生活動事業補助

1,391

こども
青少年局

・地域子育て支援の推進
・スクールカウンセラー事業
・一時預かり事業
・病児・病後児保育事業
・児童いきいき放課後事業
・青少年健全育成の推進

226,245

環境局 ・地域との連携によるごみ減量・リサイクルの取組推進 1,218

都市整備局 ・新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度 493

31年度予算額局　名 主な事業内容



建設局

・道路管理事務費

・舗装維持補修

・道路施設維持補修

・放置自転車の撤去費など

・道路照明灯の整備

・街路防犯灯の整備

・自転車駐車場整備

・河川の維持管理

・公園管理運営費

・有料施設管理運営費（運動場、テニスコートなど）

・公園整備（維持補修）

・公園施設整備（安全安心・リフレッシュ）

・公園管理作業

・公園樹・街路樹等の保全育成

182,450

教育委員会
事務局

・人権啓発普及事業等
　　（識字推進事業） 1,166

計 640,138

（２）母子父子寡婦福祉貸付資金会計

こども
青少年局

・母子父子寡婦福祉貸付金及び
事務費等 52,629

計 52,629

（３）介護保険事業会計

福祉局 ・一般介護予防事業費等 443

計 443

693,210

区担当教育次長執行枠予算事業 （単位：千円）

教育委員会
事務局

・学力アップアシスト事業
・ベーシックサポート事業
・旭塾

5,468

区CM自由経費合計　（１）＋（２）＋（３）

局　名 主な事業内容

31年度予算額

3１年度予算額

局　名 主な事業内容


