
予算事業一覧

会計名　 一般会計 　　　　　　　　 所属名　  城東区役所 

(単位：千円)

通し 科目  24 年 度 25年度 増減

番号 (部-款-項-目) (当初+7月補正)① 予算案② （②-①）

1,600 16,011 14,411

(1,600) (16,011) (14,411)

2,500 850 △ 1,650

(2,500) (850) (△ 1,650)

0 5,200 5,200

(0) (5,200) (5,200)

0 500 500

(0) (500) (500)

3,170 1,256 △ 1,914

(3,170) (1,256) (△ 1,914)

1,385 1,613 228

(1,385) (1,613) (228)

1,581 1,310 △ 271

(1,581) (1,310) (△ 271)

2,499 1,980 △ 519

(2,499) (1,980) (△ 519)

2,535 2,118 △ 417

(2,535) (2,118) (△ 417)

3,285 3,069 △ 216

(3,285) (3,069) (△ 216)

392 491 99

(392) (491) (99)

232 232 0

(232) (232) (0)

299 299 0

(299) (299) (0)

6,685 6,400 △ 285

(6,685) (6,400) (△ 285)

0 2,560 2,560

(0) (2,560) (2,560)

4,675 2,274 △ 2,401

(4,675) (2,274) (△ 2,401)

0 1,458 1,458

(0) (1,458) (1,458)

0 4,912 4,912

(0) (4,912) (4,912)

1,445 1,372 △ 73

(1,445) (1,372) (△ 73)

744 80 △ 664

(744) (80) (△ 664)

0 840 840

(0) (840) (840)

755 714 △ 41

(755) (714) (△ 41)

284 440 156

(284) (440) (156)

8,796 8,339 △ 457

(8,796) (8,339) (△ 457)

24,459 764 △ 23,695

(24,459) (764) (△ 23,695)

7,235 226 △ 7,009

(7,235) (226) (△ 7,009)

0 38,443 38,443

(0) (38,443) (38,443)

900 4,200 3,300

(900) (4,200) (3,300)

43,274 33,291 △ 9,983

(43,274) (33,291) (△ 9,983)

0 20,639 20,639

(0) (20,639) (20,639)

0 3,000 3,000

(0) (3,000) (3,000)

19 1-2-3-3 地域防犯活動支援

市民主体による青色防犯パ
トロール活動補助金

市民協働課

こどもシェルター  (処遇
困難児童等支援事業)

保健福祉課

20 1-2-3-3

市民協働課 　　

地域防犯対策事業の推進 市民協働課

　　

　　21 1-2-3-3

　　

10 1-2-3-3
区における人権啓発推進事
業

市民協働課 　　

2 1-2-3-3
人と人をつなぐ　城東区の
キ・ズ・ナ（絆）プロジェ
クト

市民協働課 　　

9 1-2-3-3 区における生涯学習事業 市民協働課 　　

11 1-2-3-3 青尐年「ゆめ・創造」事業 市民協働課 　　

8 1-2-3-3
「小学校区教育協議会－は
ぐくみネット－」事業

市民協働課 　　

12 1-2-3-3 「こども110番の家」事業 市民協働課 　　

7 1-2-3-3 芸術文化の薫るまちづくり 市民協働課 　　

6 1-2-3-3
区民スポーツ・レクリエー
ション事業

市民協働課 　　

5 1-2-3-3
区民が主体の「花と緑のま
ちづくり」事業

市民協働課 　　

28 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 　　

17 1-2-3-3
水害対策の充実
（救命ボート等の確保）

市民協働課 　　

18 1-2-3-3 災害備蓄品用物置 市民協働課 　　

29 1-2-3-3 区役所附設会館管理運営 市民協働課 　　

16 1-2-3-3
災害対応機能の充実
（非常災害用発電機の確
保）

市民協働課 　　

26 1-2-3-3 地域福祉活動事業 市民協働課 　　

27 1-2-3-3
地域活動協議会活動費補助
金・運営費補助金

市民協働課 　　

24 1-2-3-3 コミュニティ育成事業 市民協働課 　　

25 1-2-3-3 地域振興事業 市民協働課 　　

1-2-3-3 地域安全プロジェクト 市民協働課

23 1-2-3-3 交通安全運動関係 市民協働課

14 1-2-3-3 地域防災対策事業 市民協働課

22

ソーシャルインクルージョ
ン推進事業 ～地域全体で
考え支えあう地域福祉シス
テムの構築～

保健福祉課

3 1-2-3-3
実験・体験による環境学習
推進事業

市民協働課

　　

31 1-2-3-3

　　

　　

30 　　1-2-3-3

1 1-2-3-3
城北川ブランド化創出推進
事業

市民協働課

4 1-2-3-3 子ども英語学習支援 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

15 1-2-3-3
防災対策の充実（エンジン
揚水ポンプ等の確保）

市民協働課 　　

13 1-2-3-3 成人の日記念のつどい 市民協働課
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通し 科目  24 年 度 25年度 増減

番号 (部-款-項-目) (当初+7月補正)① 予算案② （②-①）
事  業  名 担当課 備  考

264 206 △ 58

(264) (206) (△ 58)

1,557 1,160 △ 397

(1,557) (1,160) (△ 397)

215 154 △ 61

(215) (154) (△ 61)

0 1,009 1,009

(0) (1,009) (1,009)

0 4,249 4,249

(0) (4,249) (4,249)

767 507 △ 260

(767) (507) (△ 260)

100 596 496

(100) (596) (496)

0 813 813

(0) (813) (813)

0 2,728 2,728

(0) (2,728) (2,728)

0 456 456

(0) (456) (456)

0 580 580

(0) (580) (580)

0 500 500

(0) (500) (500)

0 3,381 3,381

(0) (3,381) (3,381)

0 1,199 1,199

(0) (1,199) (1,199)

0 246 246

(0) (246) (246)

550 250 △ 300

(0) (0) (0)

550 460 △ 90

(0) (0) (0)

243 150 △ 93

(243) (150) (△ 93)

0 184 184

(0) (184) (184)

14,087 14,058 △ 29

(14,087) (14,058) (△ 29)

100 71 △ 29

(100) (71) (△ 29)

0 515 515

(0) (515) (515)

851 804 △ 47

(851) (804) (△ 47)

565 775 210

(565) (775) (210)

2,281 2,086 △ 195

(2,281) (2,086) (△ 195)

0 3,000 3,000

(0) (3,000) (3,000)

34,775 30,739 △ 4,036

(34,541) (30,522) (△ 4,019)

0 4,724 4,724

(0) (4,724) (4,724)

0 816 816

(0) (816) (816)

0 1,386 1,386

(0) (1,386) (1,386)

34,800 40,464 5,664

(34,752) (40,420) (5,668)

区役所窓口におけるフロ
アーマネージャー配置

総務課

一般管理経費 総務課

50 1-2-3-3
放置自転車対策（放置禁止
区域外指導啓発活動）

総務課 　　

　　

保健福祉課 　　

40 1-2-3-3 乳幼児発達相談事業の強化

1-2-3-3
なにわっ子すくすくスター
ト

62 1-2-3-3

61 1-2-3-3

58

43 1-2-3-3 福祉事務所運営費

39 1-2-3-3
保健福祉センター事業用経
費

保健福祉課

保健福祉課

42 1-2-3-3
大阪市城東区地域高齢者活
動拠点（老人憩の家）提供
事業

保健福祉課

41

1-2-3-3 区庁舎設備維持費 総務課

59 1-2-3-3

総務課

60 1-2-3-3 遠隔手話窓口事業 総務課

　　

57 1-2-3-3

48 1-2-3-3 ええまち城東魅力発信事業

　　

窓口サービスの向上 　　

夜間災害対応のためのハイ
ブリット照明の設置

総務課 　　

　　総務課

　　

　　

　　

　　

　　

47 1-2-3-3
コミュニティビジネスにつ
ながる公募提案による協働
事業

総務課 　　

区民が区政運営に参画する
仕組みづくり関係事業

総務課

49 1-2-3-3
市民協働型自転車利用適正
化事業「Do！プラン」

総務課

54 1-2-3-3 区民モニター 総務課 　　

56 1-2-3-3
区政課題の方向性決定にあ
たっての区民ニーズ調査

総務課 　　

55 1-2-3-3

37 1-2-3-3
いきいき・かみかみ百歳体
操

保健福祉課

53 1-2-3-3
区ホームページにおける情
報発信力の強化

総務課

保健福祉課

52 1-2-3-3 区のホームページ事業 総務課 　　

51 1-2-3-3 区広報紙作成事務 総務課 　　

36 1-2-3-3 発達障がいサポート事業 保健福祉課 　　

35 1-2-3-3
子育て支援情報誌「わくわ
く城東」

保健福祉課 　　

34 1-2-3-3 城東区高齢者福祉月間事業 保健福祉課 　　

32 1-2-3-3
「わたしたちのメッセー
ジ」フェスタ

保健福祉課

33 1-2-3-3
発達障がい児・者相談支援
事業

保健福祉課 　　

38 1-2-3-3 健康づくり啓発事業 保健福祉課 　　

　　

城東区歴史冊子作成
（義務教育世代への配付）

総務課 　　

　　

　　

　　

　　

　　

46 1-2-3-3
区民によるまちづくり提案
優秀提案の募集

総務課 　　

44 1-2-3-3

45 1-2-3-3
わがまち城東区ふれあい
マップ作成事業

総務課
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http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000206/206590/52.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000206/206590/51.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000206/206590/36.pdf
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http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000206/206590/32.pdf
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http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000206/206590/44.pdf
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通し 科目  24 年 度 25年度 増減

番号 (部-款-項-目) (当初+7月補正)① 予算案② （②-①）
事  業  名 担当課 備  考

396 0 △ 396

(396) (0) (△ 396)

340 0 △ 340

(340) (0) (△ 340)

435 0 △ 435

(435) (0) (△ 435)

70 0 △ 70

(70) (0) (△ 70)

374 0 △ 374

(374) (0) (△ 374)

212,050 283,147 71,097

210,668 282,176 71,508

0 3,055 3,055

(0) (3,055) (3,055)

0 3,522 3,522

(0) (3,522) (3,522)

0 6,577 6,577 　
0 6,577 6,577 　

212,050 289,724 77,674 　
210,668 288,753 78,085 　

　　

　　

総務課

区まちづくり推進費計

生活保護担当職員のパソコン
運営経費

総務課 　　67

　　

　　

　　
森之宮地域まちづくりに係る
住民意向把握

城東区地域福祉アクションプ
ラン推進支援事業

保健福祉課

　　1-2-3-3 人権学習・家庭教育充実事業 市民協働課

1-2-3-3

64 1-2-3-3

65 1-2-3-3

66 1-2-3-3

63

庁内案内マップ作成事業 総務課

68 2-1-4-1 街頭防犯カメラ設置事業 市民協働課

69 2-1-4-1
地域の実情にあわせた移動
手段の確保

総務課

区まちづくり事業費計 　

所属計 　

http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000206/206590/68.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000206/206590/69.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000206/206590/69.pdf

