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（３）大きな公共を担う活力ある地域社会づくり 

① 地域活動協議会

市政改革プランの３本柱の一つである大きな公共を担う活力ある地域社会づくり

の中で、市民による自律的な地域運営を推進する組織として地域活動協議会が設立さ

れた。 

地域活動協議会は、概ね小学校区域を単位として活動することを基本としており、

地域住民の組織をはじめ、ボランティア団体、ＮＰＯ、企業など地域のまちづくりに

関する様々な市民活動団体が幅広く参画し、民主的で開かれた組織運営と会計の透明

性を確保しながら、特定の分野ではなく、防犯・防災、子ども・青尐年、福祉、健康、

環境、文化・スポーツなど様々な分野において、地域課題に対応するとともに地域の

まちづくりを推進することを目的として形成された連合組織である。 

（資料）「大阪市政 主な取組み 平成 27年４月」 

  平成 20年 12月に大阪市市政改革検討委員会においてタスクフォース（市民協働検

討部会）を設置し、市内 10地域における現状や課題についてのヒアリング調査が行

われた。この調査により、地域活動における担い手不足、地域活動への住民参加の低

調、縦割りによる地域の負担感、支援制度の使い勝手の悪さといった多くの共通して

抱える課題や、地域を支える行政支援が地域の実情に合っていないなどの課題が明ら

かとなり、その解決のために、自主的な地域運営の仕組みとしてなにわルネッサンス

2011（平成 23年３月）に盛り込まれた。 
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  その後、平成 24年７月に策定した市政改革プランにおいても、３本柱の１つ「大

きな公共を担う活力ある地域社会」をめざし、「自らの地域のことは自らの地域が決

める」という基本姿勢の下でこの考え方と取組みを継承、発展させていくこととして

いる。 

  平成 25年１月に「地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱」が

策定され、38地域において地域活動協議会が設立されたのを皮切りとして、平成 27

年４月１日現在では、合計 326地域で地域活動協議会が設立されている。 

② 大阪市の地域活動協議会への支援

  大阪市は、地域活動協議会に対して地域活動協議会補助金による財政的支援、中間

支援組織による運営支援並びに法人格取得に向けた支援を行っている。 

ア 地域活動協議会補助金 

地域活動協議会のもとで行われる地域活動に対する財政的支援については、「地域

活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱」（以下、「地活協補助金交付要

綱」という。）に定められており、公金の使途の透明性やその活動の公益性・成果を

チェックすることを前提に、それぞれの地域の実情や特性に応じた活動が行われるよ

う、活動内容を指定せず補助限度額を提示し、具体的な活動内容については地域活動

協議会の選択に委ねるなど、自由度の高い補助金となっている。 

大阪市は、地域活動協議会に対して、活動費補助金及び運営費補助金を交付してい

る。 

(活動費補助金) 

第６条 活動費補助金は、地域活動協議会の下で行われる市民活動に要する経費に対する補助金とする。 

２ 区長は、毎年度、校区等地域ごとに、当該校区等地域における市民活動団体の活動対象となってい

ない分野を補完する観点から、第４条第１項第１号に規定する分野のうちから当該校区等地域の地域

活動協議会が担うべき分野及び区の特性や当該校区等地域の実情に即して地域活動協議会が担うべ

き分野を指定するものとする。 

３ 補助金の交付の決定は、地域活動協議会の下で行われる市民活動が、前項の規定により区長が指定

した活動分野のすべての分野にわたるものであるときに限り、これを行うことができる。 

４ 活動費補助金の交付額は、交付の対象とする経費の額に 100分の 50を乗じて得た額に相当する額 

(当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 以内の額とする。 

(運営費補助金) 

第７条 運営費補助金は、活動費補助金を交付した地域活動協議会の運営に要する経費に対する補助金

とする。 
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２ 運営費補助金の交付の対象とする経費は、会議の開催、会計処理その他の地域活動協議会の運営に

必要な物件費及び人件費とする。 

３ 運営費補助金の交付額は、次の各号に掲げる活動費補助金の交付額の区分に応じ、当該各号に定め

る額以内の額とする。 

(1) 活動費補助金の交付額が 2,000,000円以上である場合 活動費補助金の交付額に 100分の 25を乗じ

て得た額に相当する額(当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 

(2) 活動費補助金の交付額が 1,000,000 円以上 2,000,000 円未満である場合 500,000円 

(3) 活動費補助金の交付額が 1,000,000円未満である場合 活動費補助金の交付額に 100分の 50を乗じ

て得た額に相当する額(当該額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) 

（抜粋：地活協補助金交付要綱第６条及び第７条） 

イ 中間支援組織（まちづくりセンター）による支援 

「中間支援組織」とは、行政と地域の間に立って、社会の変化やニーズを把握し、

地域におけるさまざまな団体の活動や団体間の連携を支援する組織である。主な役割

として、資源（人、モノ、カネ、情報）の橋渡しや、団体間のネットワーク推進、価

値の創出（政策提言・調査研究）等が挙げられる。 

市政改革プランの３本柱の１つ「自律した自治体型の区政運営」実現のため、新た

な地域コミュニティ支援事業は発足している。活力ある地域社会づくりに向けて、各

種地域団体や企業、ＮＰＯ等、多様な主体が、地域社会の将来像を共有しながらそれ

ぞれ特性を発揮し、校区等地域におけるさまざまな地域課題に取り組めるよう支援を

行うために、中間支援組織を活用することで自律的な地域運営の仕組みづくりの支援

を行っている。 

平成 26年度からは、市民局から区役所に事業が移管され、それぞれ区において、

地域実情に応じた中間支援組織に委託し、区からの密接な指揮命令系統のもと、各地

域活動協議会の状況に応じた効率的かつ効果的な支援を実施している。 

また、中間支援組織事業者に対してＰＤＣＡ5の観点から、支援の評価及び検証を

行い、その結果を今後の事業内容に反映させ、事業効果を高めるとともに、来年度以

降の地域活動協議会の支援のあり方について検討するため、受託者による事業の実施

状況について評価を行っている。 

5 施策・事業に必要な要素である企画（Plan）、運営（Do）、評価（Check）、改善（Action）

を一貫した流れのものとして捉えること。 
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（資料）新たな地域コミュニティ支援事業概要（中間支援組織の活用） 

ウ 法人格取得に向けた支援 

地域活動協議会による法人格の取得等、社会的信用を高める取組に対して支援を

行っている。 

＜ＮＰＯ法人を設立した地域活動協議会＞ 

住吉区：山之内スマイル協議会 

鶴見区：榎本地域活動協議会、緑地域活動協議会 

港 区：南市岡地域活動協議会 
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（４）各区の特色ある取組みと事業配分 

平成 27年度に展開された各区の特色のある施策・事業は次のとおりである。 

区名 各区の代表的な取組み 

北区 住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業 

北区防災計画の策定と計画に沿った施策の実施 

都島区 地域と区役所の防災力向上 

発達障がい関連事業 

中学生からの喫煙防止教育及び飲食店向け完全禁煙の推進 

中学生ネパールとの Web交流 

水辺のまちづくり 

区役所力の強化 

福島区 大規模災害に備えた防災・減災対策の推進 

安心して子どもを生み、育てられるよう支援する施策の充実 

にぎわいのあるまちづくり 

地域の支え合いによるまちづくりの推進 

コミュニティ・ビジネスの手法による地域課題の解決 

此花区 災害に強く、犯罪の尐ない安全安心なまちづくり 

生き抜く社会力を身につける教育と子育てしやすい環境づくり 

誰もがいきいきと暮らせる健康・福祉の充実 

このはなの魅力や可能性を最大限に活かした地域活力の創出 

活力ある地域社会づくりの支援 

自律した自治体型の区政運営 

中央区 地域防災力の向上 

地域主体の子育て支援 

英語交流事業 

ミナミのにぎわい創出 

にぎわい情報の効果的発信 

区役所力の強化 

西区 地域コミュニティのさらなる活性化 

誰もが自分らしくいきいきと暮らせるまちづくり 

安心して子育てができる環境づくり 

災害に強いまちづくりへの取り組み 

ブランド力の向上 
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区名 各区の代表的な取組み 

港区 区民主体のまちづくり 

安全・安心・快適なまちづくり 

健やかにいきいきと暮らせるまちづくり 

子育て世代が魅力を感じるまちづくり 

訪れたい魅力と活気あふれるまちづくり 

自律した自治体型の区政運営 

大正区 まちを元気にする力（水辺を拠点とした恒常的なにぎわい創出による人口増） 

まちを守りきる力（津波に強いまちづくりの推進、安全・安心なまちづくりの

推進） 

まちがつながる力（地域活動の新たな担い手） 

天王寺区 区民の声集約プロセスの強化 

日本一の文教「都市」をめざした人材育成の取組と海外人材の活用 

お年寄り１人１人の命を守り抜く地域福祉 

より多くの人の「災害対策リテラシー」を向上する事業の追求 

戦略的なシティ･プロモーションの推進 

浪速区 防犯対策事業 

ＹＯＫＯＳＯ ＮＡＮＩＷＡ （ようこそ浪速）魅力発信事業 

地域子育てサポートネットワーク事業 

災害時要援護者の実態把握による地域見守り活動サポート事業 

仲間づくり・助け合い事業 

西淀川区 津波避難ビルへ無線機配備による情報伝達システムの構築事業 

子ども達に寄り添うつどいの家補助事業 

夜間の青色防犯パトロール事業 

大野川遊歩道等再生（ルネサンス）事業 

要援護者支援「見守りネット倶楽部」・地域福祉担い手育成事業 

淀川区 駐車場安全見守り防犯カメラ設置補助事業 

淀川区小学生補習充実事業 

生活困窮家庭の子どもへの学習支援事業 

コミュニティ回収促進モデル事業 

ＬＧＢＴ支援事業 

広聴・広報情報発信事業 

東淀川区 地域別防災計画の策定 

地域別保健福祉計画の策定 

絵本読み聞かせ事業 

ライフステーション事業 
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区名 各区の代表的な取組み 

東成区 安全・安心なまちづくり（防災・防犯） 

子育て支援の充実 

まちの魅力向上 

地域福祉と健康づくりの充実・推進 

情報発信の強化 

生野区 安全・安心を実感できるまちづくり 

ものづくりの魅力発信 

子育て支援の充実 

旫区 災害に強い、安全で安心なまちづくりの推進 

城北公園フェア等の開催 

放課後おさらい事業 

安全のびのび公園整備事業 

子育て支援保健事業 

区民サービスの充実 

城東区 城東区防災拠点整備事業 

地域防犯活動支援 

地域福祉システムの構築 

子育て支援 

タテ・ヨコ・ナナメでつながるまちづくり 

都市魅力の情報発信 

鶴見区 魅力あふれるまちづくり 

地域コミュニティの活性化 

次世代育成に向けたまちづくり 

安全なまちづくり 

健康で安心して暮らせるまち 

阿倍野区 安全・安心・健康づくり 

住環境の改善 

多様な世代の住民間チームワークの強化によるコミュニティ活動の活性化 

高いレベルの教育の提供「子ども」「教育」分野への重点投資 

住之江区 未来に向けて輝くまちづくり 

大きな公共を担う活力ある社会づくり 

安全・安心なまちづくり 

幅広い世代が暮らしやすいまちづくり 

自律した自治体型の区政運営 
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区名 各区の代表的な取組み 

住吉区 高齢者、障がい者、子ども等が心地よく暮らせるまち～地域見守り支援体制の

充実～ 

安心安全の確保 ～災害時要援護者支援の取組み～ 

安全安心の確保 ～災害時緊急連絡網の整備～ 

東住吉区 安全で安心して暮らせるまちづくり 

子育て層が住みやすいと感じるまちづくり 

区民の健康づくりと地域福祉の推進 

活力ある地域社会の実現 

平野区 地域防災力の向上 

地域防犯力の向上 

健やかでいきいきと暮らせるまちづくり 

地域活動力の向上 

こどもの生きる力の向上 

西成区 子育て環境の充実 

あいりん地域環境整備 

あいりん地域を中心とした結核対策事業 

安心・安全に暮らすことができるまちづくり～防災・防犯～ 

安心・安全に暮らすことができるまちづくり～地域・福祉・人権～ 

（資料）平成 27年度事務事業概要 

 

【西成特区構想】 

西成区においては、あいりん地域をはじめとして全国的に見ても生活保護率が非常

に高く、また他の区と比べ特に高齢化が進み、子育て層である若い世代が尐ない等の

多様な課題が存在している。それらの課題を解決し西成区を活性化させるために、平

成 25年度から５年程度をかけて西成特区構想を実施・推進している。 

  平成 24年 10月には「西成特区構想有識者座談会報告書」にて、その大きな方向性

が示され、「目前にある困難な課題に対する短期集中的な対策」、「将来に向けた中長

期的な対策」、「将来のための投資プロジェクトや大規模事業」の３つの段階に分けた

８分野 56項目の具体的提言がされた。 

  さらに、西成特区構想の具体化に向けた検討は、平成 25 年７月に有識者・住民・

団体・行政等からなる「エリアマネジメント協議会」を立ち上げ、これまでのように

行政機関だけで検討するのではなく、住民とともに作るプロセスを重視し、エリアマ

ネジメント協議会を中心に、住民や関係機関等の意見を十分にふまえるとともに、外

部の有識者等の意見も参考にしながら、協働により実効性の高い施策案をまとめるこ

とを目指している。 
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（資料）西成特区構想総論 

【西成特区構想の８分野】 

Ⅰ．目前にある困難な課題に対する短期集中的な対策 

①野宿生活者、高齢日雇い労働者、生活保護受給者の自立・就労支援

②地域内の福祉の課題、社会的資源の活用

③医療問題・結核対策

④治安対策・不法投棄、公園テント・小屋掛けの平和的解決

Ⅱ．将来に向けた中長期的な対策 

①子育て施策、子育て世帯の呼び込み策

②教育施策

③観光・国際観光振興、アート振興策

Ⅲ．将来のための投資プロジェクトや大規模事業 

①あいりん総合センターの今後のあり方、日雇労働市場の今後のあり方、新今宮

駅前再開発のあり方、未利用地の戦略的活用、ハウジングとまちづくり

  なお、西成特区構想の主な施策は以下のとおりである。 

 あいりん地域環境整備事業

 地域住民等と行政が協働し、不法投棄ごみを許さないまちをめざす

 通学路への防犯カメラの設置やＬＥＤ道路照明灯等の整備、あいりん地域内

における落書きの消去等

 あいりん日雇労働者等自立支援事業

 生活・健康相談、緊急・一時的宿泊、就労支援等、総合的な自立支援を実施

 西成区イメージアップ推進事業

 区内の観光資源を活用し、あらゆるメディアとタイアップしたプロモーショ

ン等の展開
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 いまみや小中一貫校の設置

 特色ある教育を実施する小中一貫校の設置、いまみや小中一貫校の開校に係

るスクールバス運行事業

 プレーパークモデル事業

 子どもが思いきり遊べる冒険遊び場「プレーパーク」の常設

 西成区簡易宿所設備改善助成事業

 ビジネス・観光客受入のための設備改修に係る工事費の２分の１を助成（上

限 200万円）

  また、西成特区構想の推進に呼応し、大阪府・大阪府警・大阪市が協力し、あいり

ん地域の環境整備を強力に推進するとして「あいりん地域を中心とする環境整備の取

組み（５か年計画）」を推進している。実施期間は、平成 26年度から５か年となって

おり、大阪市では、平成 25年度から本格実施している西成特区構想事業のうち関連

事業を当該取組みに位置付けて実施している。 

  「あいりん地域を中心とする環境整備の取組み（５か年計画）」の主な取組みにつ

いては、以下のとおりである。 

 覚せい剤等薬物対策

 取締活動

 地域における薬物対策

 まちづくり、安全・安心の取組み

 通学路を中心とした安全対策

 不法投棄ごみ対策
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３．区役所の業務 

平成 27年度版事務事業概要において、大阪市の区役所の業務は、以下の４つに分

類されており、各区における業務担当の所属の名称は異なるものの、概ねこれら４つ

の分類により業務がなされている。 

 

①総務・企画調整業務 

②市民協働・まちづくり業務 

③窓口サービス業務 

④保健福祉（保健福祉センター）業務 

 

 

① 総務・企画調整業務 

局から権限と財源の大幅な移譲を受けた区長のもと、区行政に係る事項の調査・企

画立案・調整事務を行い、市政改革プランに沿って、「自律した自治体型の区政運営」

に向けた取組みを進めるとともに、区内各行政機関との連絡調整を行うなど、総合的

な地域行政の推進に努めている。 

また、区民の意見や要望を市政に反映させるため、きめの細かい広聴活動や各種の

市民相談を実施し、市民と市政のコミュニケーションを促進するための窓口である

「区民情報コーナー」や「区の広報紙」の編集発行、「区のホームページ」の作成等

を通じて、行政情報及び地域情報の提供に努めているほか、基礎自治に関する施策等

について、立案段階から区民等の意見を把握し、適宜これを反映させるとともに、そ

の実績及び成果の評価に係る意見を聴くため、区政会議を各区において開催している。

さらに、選挙人名簿の調製や選挙の管理執行など区選挙管理委員会に関する事務のほ

か、庁舎の維持管理など区に係る庶務関係事務や、区において取り扱う現金及び物品

の出納保管並びに支出負担行為の確認等に関する事務を行っている。 

 

 

② 市民協働・まちづくり業務 

「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」の実現に向け、概ね小学校区におけ

る、地域活動協議会による自律的な地域運営に向けた各種支援や、身近な地域の中で

「声かけ」、「見守り」、「助け合い」、「支え合い」が実感できる豊かなコミュニティづ

くりを進めるため、区民まつり・区民文化のつどい等、区の実情に応じたまちづくり

に関わる各種イベント等を開催し、区の地域特性を活かした区まちづくり関係事業を

実施している。 
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また、各区において、「避難所開設訓練」や「津波防災の日（11月５日）」を中心

とした時期に津波避難訓練を実施するなど、より実践的かつ地域に密着した訓練によ

り区民、自主防災組織の災害対応能力の強化に努めている。さらに、街頭犯罪発生件

数の更なる減尐及び子どもの安全対策強化に向け、地域防犯対策として、青色防犯パ

トロール活動等市民の自主防犯活動への支援や防犯キャンペーン・防犯啓発等を推進

するとともに、犯罪や事故の未然防止を図るため地域安全対策業務として、地域や関

係機関と連携し、学校園周辺及び道路・公園等の巡回監視、施設点検等も実施してい

る。 

そのほか、交通安全、社会教育、人権啓発・相談、生涯学習支援、ボランティア・

ＮＰＯ等市民公益活動の推進、日常的な統計・調査についても経常的に行っている。 

 

 

③ 窓口サービス業務 

○住民情報関係業務 

住民の住所等に関する記録の適正な管理や、住民の居住関係の公証及び住民の利便

の増進等を目的とした住民基本台帳事務、出生・婚姻等の重要な身分関係を登録・公

証する戸籍事務のほか、印鑑登録事務、住居表示事務及び外国人住民の在留管理事務

等を行っている。 

また、毎週金曜日午後７時まで窓口開設時間を延長するとともに、毎月第４日曜日

と年度末・年度始めの日曜日に窓口の開庁を実施するなど、一層の市民サービスの向

上に努めている。さらに、市民・納税者の利用の多い税証明書の発行、納付書の再発

行、市税の収納に関する業務を行うとともに、自動車の臨時運行許可に関する業務も

行っている。 

 

○保険年金関係業務 

国民健康保険に関する被保険者の疾病・負傷・出産・死亡に関して必要な保険給付

を行い、保険料の賦課徴収、資格の手続きに係る処理及び被保険者証の交付を行うと

ともに、医療費の適正支出に努めている。 

また、国民年金に関する法定受託事務として、第１号被保険者の資格・給付に関す

る届出及び保険料の免除に関する届出の受付事務等を行っている。 

さらに、後期高齢者医療制度に関する保険料の徴収、各種申請の受付等及び健康手

帳の交付に関する事務を行っている。 
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④ 保健福祉（保健福祉センター）業務 

市民の複雑・多岐にわたる保健福祉ニーズに総合的・一体的に対応するため、平成

15年４月に健康福祉サービス課、福祉事務所及び保健センターを再編し、保健福祉

センターを設置した。 

保健福祉センターでは、市民からの保健福祉に係る複合的な相談に対し、以下の業

務について各担当、専門スタッフが連携・協力し、相談者のニーズに応じた総合的か

つ効果的なサービスを提供している。 

 

○高齢者・障がい者・子育て支援業務 

児童福祉法、子ども・子育て支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律、老人福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法

特別児童扶養手当等に関する法律に定める援助及び障害者総合支援法に基づく業務

のほか、高齢者や障がい者、児童、母子・父子等の保健福祉に関する多様な相談に対

応するとともに、子育て支援の情報提供など、だれもが地域で安心して暮らせるネッ

トワークづくりに努めている。 

また、総合的な福祉サービスを展開するため、老人・重度障がい者・ひとり親家庭・

こども医療費助成事務や児童手当に関する事務のほか、児童虐待やドメスティック・

バイオレンス、高齢者虐待、障がい者虐待対策に関する業務についても、一体的に取

り組んでいる。 

 

○介護保険関係業務 

介護保険事務については、制度の周知広報、情報提供及び市民からの相談対応に努

めるとともに、被保険者資格の管理・要介護認定・保険給付・保険料の賦課徴収事務

を行っている。 

 

○民生・児童委員関係業務 

住民の立場に立って相談・援助を行う民生委員・児童委員、主任児童委員に関する

事務を行っている。 

 

○生活保護関係業務 

生活保護関係業務については、生活に困窮される方の最低限度の生活を保障し、そ

の自立を助長することを目的に被保護者の生活実態を把握し適正な保護の決定を行

うとともに、自立に必要な援助を行っている。 
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○生活困窮者自立支援業務 

生活困窮者自立支援業務については、生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階

での自立支援策の強化を図るため、住居確保給付金の支給や就労支援等を実施し、生

活困窮者の自立促進に取り組んでいる。 

 

○保健衛生関係業務 

保健衛生関係事務については、乳幼児健診、がん検診等の健康づくり事業や食育推

進事業等の住民に身近な保健サービスを実施するとともに、地域の保健衛生を推進す

るため、積極的に地域に出向いて訪問指導、健康教育等の保健師活動を展開し、各種

の健康づくり施策に取り組んでいる。また、市民が健康で快適な生活環境を確保する

ため、住居衛生やねずみ・衛生害虫、公害、食品等に関する苦情・相談等の対応に努

め、飼い犬の登録や犬・猫の引き取り、動物の適正飼養の指導啓発を行っている。 
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４．監査対象について 

（１）監査の範囲 

  監査の対象範囲については、区役所にて実施している業務を網羅的に抽出し、以下

の４つに分類し、それぞれの業務分類における主な業務に関する財務事務の執行を監

査の対象範囲としている。 

 

【監査の対象範囲とした区役所の業務】 

業務分類 主な業務 

総務・企画調整業務 物品管理、現金管理、庁舎の維持管理、契約管理、文書管

理、広報業務 

市民協働・まちづく

り業務 

地域活動協議会、区役所附設会館の管理、地縁による団体

の許認可業務、各種自主事業 

窓口サービス業務 住民情報関係業務、保険年金関係業務 

保健福祉（保健セン

ター）業務 

高齢者・障がい者支援業務、子育て支援業務、介護保険関

係業務、民生・児童委員関係業務、生活保護関係業務、生

活困窮者自立支援業務、保健衛生関係業務 

 

  区役所の業務においては、区長自由経費に関する業務のみを実施しているわけでは

なく、区ＣＭ自由経費及び部局の予算に関する業務も多く実施している。 

  このため、区において区に執行権限のある区長自由経費は全て対象とするものの、

あくまで、区役所の業務の観点から、区長自由経費以外の執行に係る財務事務につい

ても一部対象としている。なお、監査の対象としている区長自由経費には人件費は含

まれていない。 

 

【監査の対象範囲とした財務事務】  

区役所の業務 
区長自由経費 

の財務事務 

区長自由経費以外 

の財務事務 

総務・企画調整 

業務 

 

 

 

市民協働・まちづくり 

業務 

 

 

 

窓口サービス 

業務 

 

 

 

保健福祉（保健センター）

業務 

 

 

 

一部を 

監査の 

対象範囲 

監査の 

対象範囲 



52 

 

  【監査の対象範囲とした区長自由経費の当初予算及び決算額】 

（単位：千円） 

区名 平成 27年度当初予算※１ 平成 27年度決算※２ 

北区 554,880 501,970 

都島区 243,168 204,227 

福島区 236,802 208,697 

此花区 245,157 233,124 

中央区 558,896 465,611 

西区 260,539 226,004 

港区 304,039 283,119 

大正区 309,394 245,088 

天王寺区 269,580 243,441 

浪速区 276,480 262,161 

西淀川区 287,651 273,577 

淀川区 390,675 340,055 

東淀川区 409,611 348,035 

東成区 316,230 287,688 

生野区 321,238 299,606 

旫区 278,336 262,594 

城東区 381,292 335,513 

鶴見区 302,125 283,841 

阿倍野区 352,564 253,664 

住之江区 298,899 276,792 

住吉区 394,647 362,814 

東住吉区 304,936 271,429 

平野区 518,519 455,352 

西成区 745,244 651,457 

計 8,560,902 7,575,859 
 （資料）※１ 平成 27年度 区シティ・マネージャー自由経費予算事業一覧 

       ※２ 大阪市歳入歳出決算に係る主要な施策の成果に関する報告書 

 

 

  


