
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  26 年 度 27 年 度 増減

番号 (部-款-項-目) （当初＋5月補正）① 予算② （②-①）

3,188 3,805 617

(3,188) (3,805) (617)

855 852 △ 3

(855) (852) (△ 3)

1,241 1,215 △ 26

(1,241) (1,215) (△ 26)

1,408 1,529 121 　　

(1,408) (1,529) (121)

316 362 46 　　

(316) (362) (46)

766 4,234 3,468 　　

(766) (4,234) (3,468)

12,076 4,998 △ 7,078 　　

(12,076) (4,998) (△ 7,078)

3,270 3,750 480

(3,270) (3,750) (480)

19,884 18,537 △ 1,347

(19,884) (18,537) (△ 1,347)

10,554 9,273 △ 1,281 　　

(10,554) (9,273) (△ 1,281)

10,024 10,394 370 　　

(10,024) (10,394) (370)

39,096 39,225 129 　　

(39,096) (39,225) (129)

2,700 200 △ 2,500 　　

(2,700) (200) (△ 2,500)

26,491 27,163 672

(26,491) (27,163) (672)

19,349 19,303 △ 46 　　

(19,349) (19,303) (△ 46)

23,114 23,114 0 　　

(23,114) (23,114) (0)

206 206 0 　　

(206) (206) (0)

140 140 0 　　

(140) (140) (0)

507 425 △ 82 　　

(507) (425) (△ 82)

399 373 △ 26 　　

(399) (373) (△ 26)

908 886 △ 22 　　

(908) (886) (△ 22)

2,806 2,806 0 　　

(2,806) (2,806) (0)

1,803 1,803 0 　　

(1,803) (1,803) (0)

0 2,409 2,409 　　

(0) (2,409) (2,409)

0 2,484 2,484 　　

(0) (1,584) (1,584)

0 7,709 7,709 　　

(0) (7,709) (7,709)

342 313 △ 29 　　

(342) (313) (△ 29)

15,825 39,220 23,395 　　

(15,825) (39,220) (23,395)

717 886 169 　　

(717) (886) (169)

区政情報等の情報発信力の
強化

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

総務課

保健福祉課

保健福祉課

総務課

保健福祉課

1-2-3-3

1-2-3-3

16

保健福祉課

　　

　　

芸術文化の薫るまちづくり 市民協働課

1-2-3-3

市民協働課

1-2-3-3

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

2 1-2-3-3

事  業  名 担当課 備  考

  上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

　　

4
区民スポーツ・レクリエー
ション事業

1 1-2-3-3
区における人権啓発推進事
業

『絵本で子育て！みんなで
子育て！』

城東区高齢者福祉月間事業

いきいき・かみかみ百歳体
操

1-2-3-3

3

5 1-2-3-3 成人の日記念のつどい

6

コミュニティ育成事業

地域安全防犯対策事業

地域防災対策事業9

7

1-2-3-3

8 1-2-3-3

1-2-3-3

10

12

11

1-2-3-3

14

総合的な子育て支援情報発
信事業

1-2-3-3

1-2-3-3

13

15

18

17

19

23

1-2-3-3

1-2-3-3

26

25 1-2-3-3

1-2-3-3

24

1-2-3-3

1-2-3-3
乳幼児発達相談体制の強化
事業

「わたしたちのメッセー
ジ」フェスタ

1-2-3-3

22

21
保健福祉センター事業用経
費

20

城東区高齢者食事サービス
事業

城東区一時保育事業

27

1-2-3-3

28

区民モニター事業

29

1-2-3-3

保健福祉課

保健福祉課

市民協働課

市民協働課

1-2-3-3

1-2-3-3

1-2-3-3

1-2-3-3
人と人をつなぐ　城東区
（絆）プロジェクト

保健福祉課

保健福祉課

1-2-3-3

保健福祉課

保健福祉課

地域活動協議会活動費補助
金・運営費補助金

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

新たな地域コミュニティ支
援事業

区役所附設会館管理運営

市民協働課

地域支援事業（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
～）

健康づくり啓発事業

保健福祉課

市民協働課

市民協働課

市民協働課

市民協働課

アイラブ城北川プロジェク
ト

青少年健全育成推進事業

市民協働課

市民協働課

市民協働課

市民協働課

http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/28.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/28.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/29.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/29.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/2.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/3.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/3.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/4.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/4.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/1.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/1.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/24.pdf
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http://www.city.osaka.lg.jp/joto/cmsfiles/contents/0000298/298860/27.pdf
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(単位：千円)

通し 科目  26 年 度 27 年 度 増減

番号 (部-款-項-目) （当初＋5月補正）① 予算② （②-①）
事  業  名 担当課 備  考

  上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

1,208 1,073 △ 135 　　

(1,208) (1,073) (△ 135)

9,008 8,854 △ 154 　　

(9,008) (8,854) (△ 154)

6,881 5,965 △ 916 　　

(6,881) (5,965) (△ 916)

0 159 159 　　

(0) (159) (159)

0 5,287 5,287 　　

(0) (5,287) (5,287)

0 621 621 　　

(0) (621) (621)

396 396 0 　　

(396) (396) (0)

31,126 35,915 4,789 　　

(30,862) (34,331) (3,469)

46,147 51,269 5,122 　　

(46,133) (51,254) (5,121)

375 0 △ 375 　　

(375) (0) (△ 375)

480 0 △ 480 　　

(480) (0) (△ 480)

1,160 0 △ 1,160 　　

(1,160) (0) (△ 1,160)

1,000 0 △ 1,000 　　

(1,000) (0) (△ 1,000)

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

264 0 △ 264 　　

(264) (0) (△ 264)

299,030 337,153 38,123

(298,752) (334,654) (35,902)

16,382 9,859 △ 6,523

(16,382) (9,859) (△ 6,523)

1,802 312 △ 1,490

(1,802) (312) (△ 1,490)

0 33,968 33,968 　　

(0) (33,968) (33,968)

602 0 △ 602

(602) (0) (△ 602)

18,786 44,139 25,353

(18,786) (44,139) (25,353)

317,816 381,292 63,476

(317,538) (378,793) (61,255)

34

37

35

36

区庁舎設備維持費

飯山市交流事業

1-2-3-3 遠隔手話窓口事業

市民協働課

総務課

生涯学習・生涯スポーツ等
の活動を通じた地域コミュ
ニティづくり事業

1-2-3-3

1-2-3-3

1-2-3-3

一般管理経費

城東区魅力創出事業 総務課

総務課

総務課

総務課

総務課

保健福祉課

総務課

総務課

総務課

市民協働課

41

38

31

区政課題の方向性決定にあ
たっての区民ニーズ調査

30

1-2-3-3

39

1-2-3-3

1-2-3-3

地域の実情に応じた学校教
育支援事業

放置自転車対策事業

32

33

1-2-3-3

1-2-3-3

44 福祉事務所運営費

43 1-2-3-3

青少年「ゆめ・創造」事業

子ども外国語学習支援事業

40 1-2-3-3

42

発達障がい児・者相談支援

アイラブ城北川ブランド化プロ
ジェクト

市民協働課

45

1-2-3-3

2-1-3-1

保健福祉課

総務課

区まちづくり推進費計

実験・体験による環境学習推
進事業

総務課

区まちづくり事業費計

所属計

48 2-1-3-1

市民協働課 　　

保健福祉課

夜間災害対応のためのハイ
ブリット照明の設置

1-2-3-3

こどもシェルター  (処遇困難
児童等支援事業)

1-2-3-3

　　

47 2-1-3-1 城東区防災拠点整備事業 市民協働課

1-2-3-3

46 2-1-3-1 校庭等の芝生化事業
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