
予算事業一覧

会計名　 一般会計　　　　　 所属名　  健康局　　　　

(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）

13 13 0

(0) (0) (0)

13 13 0

(0) (0) (0)

5,903,812 5,753,635 △ 150,177

(5,903,812) (5,753,635) (△ 150,177)

5,903,812 5,753,635 △ 150,177

(5,903,812) (5,753,635) (△ 150,177)

13,586 7,526 △ 6,060

(13,586) (7,526) (△ 6,060)

468,536 318,536 △ 150,000

(468,536) (318,536) (△ 150,000)

50,508 79,397 28,889

(43,453) (72,497) (29,044)

40,128 37,053 △ 3,075

(40,128) (37,053) (△ 3,075)

34,899 31,820 △ 3,079

(34,899) (31,820) (△ 3,079)

26,146 23,407 △ 2,739

(26,146) (23,407) (△ 2,739)

633,803 497,739 △ 136,064

(626,748) (490,839) (△ 135,909)

59,212 32,742 △ 26,470

(32,259) (26,779) (△ 5,480)

52,638 46,669 △ 5,969

(27,297) (21,950) (△ 5,347)

4,881 3,831 △ 1,050

(4,617) (3,704) (△ 913)

43,941 34,298 △ 9,643

(23,826) (19,428) (△ 4,398)

2,394 2,489 95

(2,394) (2,489) (95)

81,735 51,724 △ 30,011

(725) (0) (△ 725)

495,507 538,591 43,084

(141,657) (152,451) (10,794)

113,750 0 △ 113,750

(0) (0) (0)

854,058 710,344 △ 143,714

(232,775) (226,801) (△ 5,974)

3,609,093 3,168,695 △ 440,398

(3,608,782) (3,168,261) (△ 440,521)

2,168,244 2,035,576 △ 132,668

(1,084,123) (2,035,576) (951,453)

98,813 99,478 665

(24,704) (24,871) (167)

5,876,150 5,303,749 △ 572,401

(4,717,609) (5,228,708) (511,099)

5,157 4,395 △ 762 828

(4,917) (4,395) (△ 522) (828)

21,290 18,416 △ 2,874 11,089

(20,556) (16,502) (△ 4,054) (10,257)

2,201 891 △ 1,310

(1,478) (604) (△ 874)

29,702 25,790 △ 3,912 6,389

(23,174) (23,986) (812) (6,389)

18,131 17,332 △ 799

(18,131) (17,332) (△ 799)

12,005 10,991 △ 1,014

(8,524) (7,725) (△ 799)

1 1-2-4-3

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

事  業  名

おとしより健康基金積立金

1-4-1-2
上下水道料金福祉措置（精神
障がい者世帯）

基金へ蓄積計

職員費計

健康局職員の人件費2 1-4-1-1

3

備  考

経理課

　　

担当課

　　

　　

　　地域保健管理費

こころの健康センター

　　

　　

　　

総務課

総務課　他

感染症対策課

感染症対策課

結核対策事業

エイズ・性感染症予防事業 感染症対策課

健康局運営事務費

大阪バイオサイエンス研究所
運営助成

　　

健康施策課

　　

総務課

生活衛生課

保健所管理課

生活衛生監視事務所管理運
営費

保健所管理運営費

新型インフルエンザ対策事業 感染症対策課

　　

　　

　　

　　

　　

　　1-4-2-1

健康総務費計

8

7

10

9

1-4-2-1

感染症予防事業費

1-4-1-2

1-4-1-2

1-4-1-2

1-4-1-2

4

5

1-4-1-2

6

11

1-4-2-1

12

1-4-2-1

14

1-4-2-1

1-4-2-3

1-4-2-3

21

1-4-2-1

13

1-4-2-2

24

1-4-2-2

18

1-4-2-1

1-4-2-3

健康診査事業

1-4-2-3

1-4-2-3

23

1-4-2-2

25

健康教育事業

22

予防接種健康被害救済事業

20

19

1-4-2-3

予防接種費計

感染症対策課

各種予防接種事業

結核医療費

西成特区関連事業（結核対
策）

ＤＯＴＳ事業 感染症対策課

健康づくり課

健康づくり課

　　

　　

　　

感染症予防費計

　　

　　

　　

健康手帳交付事業

健康づくり課

1-4-2-1

17

15

16

　　

ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸
がん予防ワクチン接種事業

区ＣＭ

　　

　　

感染症対策課結核健康診断補助

保健栄養指導事業

健康づくり対策事業

感染症対策課

健康づくり課　他

区ＣＭ

感染症対策課

健康相談事業

感染症対策課　他

　　

区ＣＭ

　　

健康づくり課

健康づくり課

感染症対策課

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/01.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/03.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/03.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/06.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/12.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/10.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/05.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/04.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/04.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/08.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/08.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/07.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/11.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/09.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/25.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/23.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/19.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/17.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/15.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/14.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/22.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/18.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/18.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/13.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/20.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/21.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/24.pdf


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 備  考担当課

1,169,989 1,212,220 42,231 10,079

(1,155,957) (1,198,228) (42,271) (10,079)

481,945 380,066 △ 101,879

(240,973) (190,034) (△ 50,939)

168,437 0 △ 168,437

(161,704) (0) (△ 161,704)

0 2,523 2,523

(0) (2,179) (2,179)

31,884 20,412 △ 11,472

(24,552) (12,730) (△ 11,822)

26,052 28,960 2,908 28,960

(26,052) (28,960) (2,908) (28,960)

2,356 2,367 11 330

(2,356) (2,367) (11) (330)

11,180 10,150 △ 1,030 10,150

(11,180) (10,150) (△ 1,030) (10,150)

7,500 6,072 △ 1,428

(7,500) (6,072) (△ 1,428)

1,987,829 1,740,585 △ 247,244

(1,707,054) (1,521,264) (△ 185,790)

2,833 2,778 △ 55

(0) (0) (0)

169,143 167,218 △ 1,925

(73,538) (37,530) (△ 36,008)

550,983 628,312 77,329

(282,554) (320,967) (38,413)

4,037 8,573 4,536

(4,037) (8,573) (4,536)

30,000 30,000 0

(30,000) (30,000) (0)

57,615 55,100 △ 2,515

(57,615) (55,100) (△ 2,515)

3,034 2,863 △ 171

(3,034) (2,863) (△ 171)

23,820 2,514 △ 21,306

(11,205) (1,258) (△ 9,947)

7,279 6,778 △ 501 6,778

(7,279) (6,778) (△ 501) (6,778)

1,760 1,428 △ 332 1,428

(1,760) (1,428) (△ 332) (1,428)

5,130 5,001 △ 129

(5,130) (5,001) (△ 129)

320,328 310,380 △ 9,948

(280,203) (269,565) (△ 10,638)

11,134 7,314 △ 3,820

(11,134) (7,314) (△ 3,820)

75,558 49,431 △ 26,127 3,450

(73,255) (47,474) (△ 25,781) (2,204)

3,424 2,576 △ 848

(0) (0) (0)

9,153 11,934 2,781

(600) (540) (△ 60)

27,633 27,460 △ 173

(27,633) (27,460) (△ 173)

1,000 399 △ 601

(1,000) (399) (△ 601)

8,195,868 8,951,110 755,242

(4,143,239) (4,505,301) (362,062)

15,796 13,624 △ 2,172

(15,796) (13,624) (△ 2,172)

1,418 1,123 △ 295

(1,418) (1,123) (△ 295)

496 449 △ 47

(496) (449) (△ 47)

3,982 1,169 △ 2,813

(3,982) (1,169) (△ 2,813)

28 1-4-2-3

29

1-4-2-3

27

26

1-4-2-3

1-4-2-3

1-4-2-3

区ＣＭ

区ＣＭ

33

健康増進費計

健康づくり課

健康づくり課

アトピー相談事業

在宅寝たきり高齢者訪問歯科
診療支援事業補助

区ＣＭ

　　

　　

　　

　　

　　

区ＣＭ

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

1-4-2-4

保健医療対策課

健康施策課

　　

56

保健所管理課

　　

　　

　　

区ＣＭ

　　

保健医療対策課

こころの健康センター 　　

保健医療対策課　他

健康施策課

　　

1-4-2-4

51

50

52

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

こころの健康センター管理運
営費

1-4-2-4

保健所管理課

こころの健康センター

こころの健康センター

保健衛生情報調査研究事業

保健所管理課

健康づくり課

保健医療対策課

難病対策事業

自立支援医療費

歯科衛生事業

医療指導事業

献血推進事業

健康施策課

精神保健福祉審議会費

精神保健福祉従事職員研修

地域保健医療計画推進事業

保健衛生システム運用経費

衛生統計調査事業

夜間歯科救急診療支援事業
補助

休日・夜間急病診療所運営費

感染症対策課

保健福祉センター事業用経費 健康施策課　他

こころの健康センター
他

53

55

54

42

1-4-2-4

43

1-4-2-4

48

44

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

46

47

45

1-4-2-4

1-4-2-4

57

49

1-4-2-4

1-4-2-4

精神保健福祉普及啓発事業 こころの健康センター

保健所管理課

　　

保健所管理課未熟児養育医療費

37 1-4-2-4 小児慢性特定疾患対策事業

　　

34

35 1-4-2-4

区ＣＭ

　　

1-4-2-330

31

肝臓疾患対策事業

保健師指導等事務費

訪問指導事業

32

健康づくり課がん検診事業 区ＣＭ

36

1-4-2-3

　　

　　

健康づくり課

歯周疾患検診事業

　　

健康づくり課

健康づくり課

保健所管理課

健康づくり課

健康づくり課
総合健康診査事業（ナイスミド
ルチェック）

公衆衛生活動事業補助

がん検診推進事業

健康づくり課

　　

1-4-2-4

1-4-2-3

1-4-2-3

1-4-2-4

40

38

41

39

先天性代謝異常等検査事業

特定疾患対策費

こども難病医療費助成事業

周産期緊急医療対策費

1-4-2-4

1-4-2-4 健康施策課

保健所管理課

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/35.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/34.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/34.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/54.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/54.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/52.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/42.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/53.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/43.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/45.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/44.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/56.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/55.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/49.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/51.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/50.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/47.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/47.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/46.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/48.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/57.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/36.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/37.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/30.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/32.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/31.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/26.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/29.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/33.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/27.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/40.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/41.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/38.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/39.pdf


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 備  考担当課

46,851 44,370 △ 2,481

(44,529) (41,989) (△ 2,540)

21,953 9,928 △ 12,025

(2,241) (792) (△ 1,449)

89,717 94,102 4,385

(58,178) (63,241) (5,063)

242,291 255,616 13,325

(102,501) (103,696) (1,195)

97 97 0

(97) (97) (0)

20,682 20,682 0

(10,341) (10,341) (0)

1,870 1,780 △ 90

(1,870) (1,780) (△ 90)

14,984 0 △ 14,984

(5,821) (0) (△ 5,821)

422,324 459,210 36,886

(422,304) (459,188) (36,884)

10,382,193 11,173,319 791,126

(5,682,790) (6,025,040) (342,250)

15,898 10,252 △ 5,646 7

(15,898) (10,252) (△ 5,646) (7)

6,819 5,678 △ 1,141

(6,819) (5,678) (△ 1,141)

932 367 △ 565

(932) (367) (△ 565)

4,369 3,782 △ 587

(4,369) (3,782) (△ 587)

59,874 57,353 △ 2,521

(59,874) (57,353) (△ 2,521)

1,859 1,104 △ 755

(1,859) (1,104) (△ 755)

81,956 75,336 △ 6,620

(81,956) (75,336) (△ 6,620)

87,913 85,256 △ 2,657

(87,913) (85,256) (△ 2,657)

35,591 31,254 △ 4,337

(23,479) (22,476) (△ 1,003)

28,896 25,920 △ 2,976

(28,896) (25,920) (△ 2,976)

10,859 9,740 △ 1,119

(10,859) (9,740) (△ 1,119)

7,483 6,101 △ 1,382

(7,483) (6,101) (△ 1,382)

6,253 4,704 △ 1,549

(6,253) (4,704) (△ 1,549)

3,465 3,044 △ 421

(3,465) (3,044) (△ 421)

352,167 319,891 △ 32,276

(340,055) (311,113) (△ 28,942)

9,455,201 9,009,693 △ 445,508

(0) (0) (0)

157,534 148,969 △ 8,565

(39,257) (31,673) (△ 7,584)

18,812 13,456 △ 5,356

(4,704) (3,364) (△ 1,340)

48,810 47,158 △ 1,652

(340) (288) (△ 52)

46 48 2

(0) (0) (0)

225,159 24,944 △ 200,215

(225,159) (24,944) (△ 200,215)

9,905,562 9,244,268 △ 661,294

(269,460) (60,269) (△ 209,191)

98,904 89,234 △ 9,670

(98,904) (89,234) (△ 9,670)

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

保健所管理課

　　

　　

　　

保健所管理課

　　

保健所管理課

公害保健費計

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

生活衛生課

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

59

1-4-2-6 公害保健福祉事業費

認知症疾患医療センター運営
事業

精神科救急医療体制の整備
事業

1-4-2-5

動物愛護管理事業

1-4-2-5

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-5

1-4-2-5

85

83

生活衛生課

こころの健康センター

60

62

61

生活衛生課

1-4-2-5 狂犬病予防等事業

環境保健事業費

こころの健康センター

1-4-2-4
精神障がい者地域生活移行
支援事業

78

環境衛生営業指導事業 生活衛生課

生活衛生課1-4-2-5

1-4-2-5

77

76

75

自殺防止対策事業

64
精神障がい者保健福祉手帳
交付事業

63

乳肉衛生事業

食品衛生事業

1-4-2-5

保健所管理課

82

80 生活衛生関係事務費

1-4-2-6

81 1-4-2-6

生活衛生費計

公害保健関係事務費

79

補償給付費

1-4-2-684

87

86

1-4-3-1

生活衛生課優秀標事業

生活衛生課

こころの健康センター

こころの健康センター

こころの健康センター

こころの健康センター

58

　　
措置・緊急措置診察及び入院
等事業

　　

精神保健福祉関連相談指導
等事業

こころの健康センター

心神喪失者等医療観察法に
基づく社会復帰支援事業

1-4-2-4

1-4-2-4

　　

　　

　　

市営交通料金福祉措置（精神
障がい者）

そ族昆虫防除事業

生活衛生課

1-4-2-4

区ＣＭ生活衛生課

　　住居衛生推進事業 生活衛生課

1-4-2-5

環境衛生事業

保健医療費計

1-4-2-5

66

1-4-2-5

生活衛生課

薬務事務事業

　　

67

71

1-4-2-5

1-4-2-5

69

72

70

こころの健康センター

65

74

と畜検査事業

68

73

1-4-2-5

生活衛生課

こころの健康センター

生活衛生課専門監視事業費

生活衛生課

石綿健康被害救済事業 保健所管理課1-4-2-6

1-4-2-6

食鳥検査事業

管理費 環境科学研究所

保健所管理課
小児ぜん息等医療費助成事
業

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/83.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/63.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/63.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/60.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/60.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/77.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/76.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/84.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/71.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/59.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/64.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/64.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/74.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/73.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/80.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/82.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/81.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/72.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/61.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/61.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/58.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/58.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/62.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/62.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/66.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/66.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/67.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/69.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/68.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/70.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/75.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/79.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/85.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/78.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/87.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/86.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000206/206185/86.pdf


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 備  考担当課

65,548 62,941 △ 2,607

(0) (0) (0)

103,435 99,721 △ 3,714

(0) (0) (0)

10,669 8,234 △ 2,435

(2,046) (0) (△ 2,046)

278,556 260,130 △ 18,426

(100,950) (89,234) (△ 11,716)

19,899 16,578 △ 3,321

(19,899) (16,578) (△ 3,321)

19,899 16,578 △ 3,321

(19,899) (16,578) (△ 3,321)

892 6,772 5,880

(892) (6,772) (5,880)

1,117 1,021 △ 96

(559) (511) (△ 48)

29,528 29,528 0

(0) (0) (0)

2,712 4,042 1,330

(2,712) (4,042) (1,330)

38,931 36,677 △ 2,254

(38,432) (33,157) (△ 5,275)

146,766 150,567 3,801

(143,543) (147,335) (3,792)

6,954 0 △ 6,954

(6,954) (0) (△ 6,954)

0 1,451 1,451

(0) (1,451) (1,451)

0 252,561 252,561

(0) (252,561) (252,561)

6,142 4,251 △ 1,891

(6,142) (4,251) (△ 1,891)

37,499 0 △ 37,499

(37,499) (0) (△ 37,499)

270,541 486,870 216,329

(236,733) (450,080) (213,347)

15,178 9,669 △ 5,509

(15,178) (9,669) (△ 5,509)

35,924 23,170 △ 12,754

(33,624) (19,920) (△ 13,704)

920 920 0

(920) (920) (0)

0 50,100 50,100

(0) (50,100) (50,100)

52,022 83,859 31,837

(49,722) (80,609) (30,887)

104,479 348,870 244,391

(0) (57,511) (57,511)

104,479 348,870 244,391

(0) (57,511) (57,511)

36,621,084 35,939,850 △ 681,234 79,488

(19,887,607) (20,311,681) (424,074) (77,410)

　　

　　

　　

　　

　　

　　

健康づくり課

　　

　　

　　環境科学研究所

1-4-3-2

1-4-3-1 環境科学研究所

環境科学研究所費計

1-4-3-1

特定保健用食品の許可（承
認）にかかる試験検査業務等
推進事業

90

　　

　　

　　

　　

　　

保健衛生施設整備費計

104

102

環境科学研究所

庁舎改修 環境科学研究所

感染症対策課

103 2-3-1-2

2-3-1-2

2-3-1-1

95

健康施策課　他

2-3-1-1

98

97

96

94

保健所管理課　他

　　

備品整備

　　

　　

　　

健康づくり課

経理課　他

こころの健康センター
他

健康施策課

　　

2-14-2-1

区CM

環境科学研究所ＥＳＣＯ事業

経理課　他用地売却にかかる経費

保健所庁舎管理経費

健康づくり課　他

2-3-1-2

所属計

107
土地先行取得事業会計繰出
金

経理課

　　

　　

106

　　

　　環境科学研究所
地方独立行政法人への移行
に向けた準備経費

　　

保健所管理課 　　

105 2-3-1-2

保健衛生システムプログラム
改修

施設整備促進事務費等

99

101

92
障がい者支援計画及び障が
い者福祉計画の策定

予防接種台帳システム整備等

2-3-1-1

2-3-1-1

2-3-1-1

100

2-3-1-1

2-3-1-1

総合福祉システム再構築経費

2-3-1-1

ホームレス相談事業

備品整備

救急医療設備整備助成

2-3-1-1

がん検診事業各種システム
プログラム改修

93

2-3-1-1

栄養専門学校費計

環境科学研究所整備費計

公共用地先行取得事業貸付金計

91 栄養専門学校費 環境科学研究所

1-4-3-1 環境科学研究所

88

89

研究業務費

検査業務費

2-3-1-1
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