
予算事業一覧

会計名　　　一般会計　　　 所属名　 　生野区役所　　　

(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 予算案② （②-①）

111 1,410 1,299

(111) (1,410) (1,299)

8,132 4,040 △ 4,092

(8,132) (4,040) (△ 4,092)

5,111 2,253 △ 2,858

(5,111) (2,253) (△ 2,858)

119 124 5 　　

(119) (124) (5)

6,183 6,156 △ 27

(6,183) (6,156) (△ 27)

2,872 2,417 △ 455

(2,872) (2,417) (△ 455)

320 320 0

(320) (320) (0)

3,698 4,840 1,142

(3,698) (4,840) (1,142)

0 4,836 4,836

(0) (4,836) (4,836)

0 800 800

(0) (800) (800)

0 547 547

(0) (0) (0)

2,728 2,803 75

(2,728) (2,803) (75)

262 490 228

(262) (490) (228)

0 1,083 1,083

(0) (1,083) (1,083)

5,095 4,134 △ 961

(5,095) (4,134) (△ 961)

10,075 14,100 4,025

(10,075) (14,100) (4,025)

500 500 0

(500) (500) (0)

101 108 7

(101) (108) (7)

274 274 0

(274) (274) (0)

4,353 3,056 △ 1,297

(4,353) (3,056) (△ 1,297)

662 582 △ 80

(662) (582) (△ 80)

2,127 1,813 △ 314

(2,127) (1,813) (△ 314)

2,032 1,669 △ 363

(2,032) (1,669) (△ 363)

873 695 △ 178

(873) (695) (△ 178)

348 197 △ 151

(348) (197) (△ 151)

199 509 310

(199) (509) (310)

505 459 △ 46

(505) (459) (△ 46)

0 2,048 2,048

(0) (2,048) (2,048)

26 1-2-3-3
いくの魅力発掘・発信ナビ
ゲーション事業（いくナ
ビ）

市民協働課

28 1-2-3-3
地域による住環境整備等促
進事業

総務課

24 1-2-3-3
区民による区内の緑化推進
事業

市民協働課

　　

27 1-2-3-3
区民が取組む平野川環境景
観保全活動を通じたまちづ
くり活動の支援事業

市民協働課 　　

22 1-2-3-3 生涯学習推進事業 市民協働課

　　

25 1-2-3-3
まちづくりパートナー活動
力アップ事業

市民協働課 　　

20 1-2-3-3 人権啓発推進事業 市民協働課

　　

23 1-2-3-3 生涯スポーツ推進事業 市民協働課 　　

18 1-2-3-3 高齢者福祉月間事業 保健福祉課

　　

21 1-2-3-3 成人の日記念のつどい事業 市民協働課 　　

16 1-2-3-3
地域ボランティアによる福
祉のまちづくり事業（ご近
“助”パワフルサポート）

保健福祉課

　　

19 1-2-3-3
身体障がい者・知的障がい
者相談員

保健福祉課 　　

14 1-2-3-3
発達に課題のあるこどもへ
の支援の充実

保健福祉課

　　

17 1-2-3-3
生野区地域福祉アクション
プラン推進支援事業

保健福祉課 　　

12 1-2-3-3
乳幼児発達相談体制強化事
業

保健福祉課

　　

15 1-2-3-3 発達障がいサポート事業 市民協働課 　　

10 1-2-3-3
地域安全防犯カメラ設置補
助事業

市民協働課

　　

13 1-2-3-3
なにわっ子すくすくスター
ト

保健福祉課 　　

8 1-2-3-3 青少年健全育成推進事業 市民協働課

　　

11 1-2-3-3 「いくのっ子」応援事業 保健福祉課 　　

6 1-2-3-3
地域安全コミュニティづく
り事業

市民協働課

　　

9 1-2-3-3 子どもの安全確保事業 市民協働課 　　

5 1-2-3-3
市民協働型自転車利用適正
化事業「Do!プラン」

市民協働課

　　

7 1-2-3-3
青色防犯パトロール活動事
業

市民協働課

　　

4 1-2-3-3 交通事故をなくす運動事業 市民協働課

3 1-2-3-3
災害時における要援護者支
援「きずなネット」の構築
事業

市民協働課

1 1-2-3-3 区防災対策事務費 市民協働課 　　

2 1-2-3-3 地域自主防災活動支援事業 市民協働課

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

事  業  名 担当課 備  考
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(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 予算案② （②-①）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

事  業  名 担当課 備  考

9,674 9,932 258

(9,674) (9,932) (258)

28,940 32,193 3,253

(28,940) (32,193) (3,253)

400 400 0

(400) (400) (0)

0 21,398 21,398

(0) (21,398) (21,398)

749 718 △ 31

(749) (718) (△ 31)

0 1,323 1,323

(0) (1,323) (1,323)

11,721 13,416 1,695

(11,721) (13,416) (1,695)

14,016 22,740 8,724

(14,016) (22,740) (8,724)

0 182 182

(0) (182) (182)

201 209 8

(201) (209) (8)

598 1,080 482

(598) (1,080) (482)

38,604 36,677 △ 1,927

(38,604) (36,677) (△ 1,927)

34,135 35,978 1,843

(34,119) (35,973) (1,854)

53,049 58,878 5,829

(51,843) (56,298) (4,455)

3,944 0 △ 3,944

(3,944) (0) (△ 3,944)

95 0 △ 95

(95) (0) (△ 95)

62 0 △ 62

(62) (0) (△ 62)

4,000 0 △ 4,000

(4,000) (0) (△ 4,000)

3,564 0 △ 3,564

(3,564) (0) (△ 3,564)

322 0 △ 322

(322) (0) (△ 322)

4,000 0 △ 4,000

(4,000) (0) (△ 4,000)

1,180 0 △ 1,180

(1,180) (0) (△ 1,180)

458 0 △ 458

(458) (0) (△ 458)

807 0 △ 807

(807) (0) (△ 807)

2,403 0 △ 2,403

(2,403) (0) (△ 2,403)

1,294 0 △ 1,294

(1,294) (0) (△ 1,294)

1,700 0 △ 1,700

(1,700) (0) (△ 1,700)

272,596 297,387 24,791

(271,374) (294,255) (22,881)

0 993 993

(0) (993) (993)

0 1,966 1,966

(0) (1,966) (1,966)

0 2,959 2,959

(0) (2,959) (2,959)

272,596 300,346 27,750

(271,374) (297,214) (25,840)

区まちづくり事業費計

所属計

57 2-1-3-1
生野区における地域福祉交
通の導入に向けた支援事業

市民協働課

いくみんコンシェルジュの配置 保健福祉課

区まちづくり推進費計

56 2-1-3-1
市民協働による土のうス
テーションの整備

市民協働課 　　

広聴事業 総務課

　　

55 1-2-3-3
生活保護窓口改善のための
庁舎改修経費

総務課

54 1-2-3-3

1-2-3-3 地域振興事業 市民協働課

　　

53 1-2-3-3 フロアマネージャー関係経費 総務課

52 1-2-3-3

1-2-3-3
PTA・社会教育関係団体対象
学習会助成事業

市民協働課

　　

51 1-2-3-3 地域福祉活動事業 市民協働課 　　

50

1-2-3-3
生野区ものづくり・人づくり・ま
ちづくり事業

市民協働課

　　

49 1-2-3-3
多様な公共を担う地域社会
ワークショップ

市民協働課 　　

48

1-2-3-3 生野区健康展 保健福祉課

　　

47 1-2-3-3
地域活性化のための交流促
進事業

市民協働課 　　

46

1-2-3-3 区庁舎設備維持費 総務課

　　

45 1-2-3-3
ドメスティック・バイオレンス対
策事業

保健福祉課 　　

44

40 1-2-3-3 区民センター管理運営経費 市民協働課

　　

43 1-2-3-3
福祉交通システム構築にかか
る調査

市民協働課

42

38 1-2-3-3
生野区役所ロビーコンサー
ト

市民協働課

　　

41 1-2-3-3 一般事務経費 総務課 　　

37 1-2-3-3
婚姻届・出生届　ライフイ
ベント事業

窓口サービス課

　　

39 1-2-3-3
主体的に行動する職員づく
り事業

総務課 　　

　　

36 1-2-3-3
お客様エスコートサービス
事業

総務課 　　

35 1-2-3-3 広聴広報事業 総務課

　　

34 1-2-3-3
区政に関する区民アンケー
ト事業

総務課 　　

33 1-2-3-3 区政会議運営事業 総務課

　　

32 1-2-3-3
新たな地域コミュニティ支
援事業

市民協働課 　　

31 1-2-3-3
自律的な地域運営を支援す
るための活動補助事業

市民協働課

29 1-2-3-3 コミュニティ育成事業 市民協働課

30 1-2-3-3
地域活動協議会への財政支
援事業

市民協働課
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