
令和２年度　旭区予算要求事業一覧 【資料４】
(単位：千円)

元 年 度 2 年 度 増  減

予算額 ① 予 算 案 ② （② - ①）

3,874 6,824 2,950

(3,874) (6,122) (2,248)

0 8,841 8,841

(0) (8,841) (8,841)

935 70 △ 865

(935) (70) (△ 865)

5,141 5,604 463 　　

(2,617) (2,848) (231)

872 1,411 539 　　

(436) (752) (316)

3,110 3,050 △ 60

(3,110) (3,050) (△ 60)

1,084 1,058 △ 26

(1,084) (1,058) (△ 26)

1,538 895 △ 643 　　

(1,538) (895) (△ 643)

941 371 △ 570 　　

(941) (371) (△ 570)

762 974 212 　　

(762) (974) (212)

1,261 1,228 △ 33 　　

(1,261) (1,228) (△ 33)

391 542 151 　　

(391) (542) (151)

7,700 7,700 0

(7,700) (7,700) (0)

30,754 31,387 633

(30,754) (31,387) (633)

3,531 3,465 △ 66

(3,531) (3,465) (△ 66)

1,266 1,241 △ 25

(1,266) (1,241) (△ 25)

6,854 6,854 0

(6,854) (6,854) (0)

2,091 2,043 △ 48

(2,091) (2,043) (△ 48)

0 4,823 4,823

(0) (4,823) (4,823)

2,262 4,452 2,190

(2,262) (4,452) (2,190)

1,298 1,272 △ 26

(1,298) (1,272) (△ 26)

3,080 3,061 △ 19

(3,080) (3,061) (△ 19)

4,000 4,000 0

(4,000) (4,000) (0)

637 504 △ 133

(637) (504) (△ 133)

10,714 9,958 △ 756

(10,714) (9,958) (△ 756)

2,608 3,619 1,011

(2,608) (3,619) (1,011)

765 638 △ 127

(765) (638) (△ 127)

1 子育て安全ネット事業 保健福祉課

事  業  名 担 当 課 備  考

保健福祉課

7

8 こども食堂支援事業 保健福祉課

保健福祉課

6 児童の学力向上サポート事業 企画総務課 　　

　　

3 発達障がいサポート事業

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

　　

14 地域活動支援事業 市民協働課 　　

13 旭区バス運行補助事業 企画総務課 　　

市民協働課

16 学校体育施設開放事業 市民協働課

15 青少年健全育成事業

25 地域防災事業 市民協働課

26 防犯対策事業 市民協働課

27 交通安全運動事業 市民協働課

17

生涯学習推進事業 市民協働課

18

21

旭区魅力発信事業 企画総務課

9 健康づくり事業 保健福祉課

10 保健事務管理費

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

23

商店街魅力向上事業 企画総務課

　　

　　

　　

24

コミュニティ育成事業 市民協働課

活
力
・
安
全

番号

12

11

5

4

保健福祉課地域福祉活動推進事業

保健福祉課地域福祉事務管理費

保健福祉課あさひ学び舎事業

保健福祉課中・高生自立育み事業

市民協働課

22

城北公園フェアの開催 企画総務課

19

人権啓発・相談事業 市民協働課

国産木材活用コミュニティ活性化事業 市民協働課

文化芸術を通じたコミュニティ育成事業

部会

保健福祉課あさひ子育て見守り事業2

子
育
て
・
や
さ
し
さ

20

児童の運動能力向上サポート事業 企画総務課

https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/01kosodate.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/03gakuryoku.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/02hatatu.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/13chiikikatudoushien.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/12basu.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/15gakoutaiku.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/14seisyounen.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/23bousai.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/24bouhan.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/25koutuanzen.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/19syougaigakusyuu.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/20miryokuhashin.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/22syoutengai.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/16komyunithiikusei.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/21shiroki.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/18zinken.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/17bunkageizyutu.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/33kosodatemimamori.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/04undou.xlsx


(単位：千円)

元 年 度 2 年 度 増  減

予算額 ① 予 算 案 ② （② - ①）
事  業  名 担 当 課 備  考

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

番号部会

336 336 0

(336) (336) (0)

1,224 1,758 534

(1,224) (1,758) (534)

10,446 15,441 4,995

(10,446) (15,441) (4,995)

66,053 64,672 △ 1,381

(66,053) (64,672) (△ 1,381)

47,502 44,192 △ 3,310

(47,070) (43,774) (△ 3,296)

36,299 39,794 3,495

(36,299) (39,794) (3,495)

41,933 38,469 △ 3,464

(41,933) (38,469) (△ 3,464)

301,262 320,547 19,285

(297,870) (316,012) (18,142)

　　

　　

　　

28 区政会議運営事業 企画総務課

29 広聴事業 企画総務課

30 広報事業 企画総務課

31 区役所附設会館管理運営 市民協働課

32 区役所庁舎設備維持費 企画総務課

旭区区長事由経費計

　　

　　

　　

　　

33 住民情報業務等委託事業 窓口サービス課

34 区役所運営管理費 企画総務課

https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/26kuseikaigi.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/27kouchou.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/28kouhou.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/29fusetukaikan.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/30setubiizihi.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/31zyuminzyouhou.xlsx
https://www.city.osaka.lg.jp/asahi/cmsfiles/contents/0000493/493252/32uneikanri.xlsx

