
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  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）

13 8 △ 5

(0) (0) (0)

13 8 △ 5

(0) (0) (0)

5,442,306 5,651,139 208,833

(5,442,306) (5,651,139) (208,833)

5,442,306 5,651,139 208,833

(5,442,306) (5,651,139) (208,833)

78,930 87,462 8,532

(72,030) (87,462) (15,432)

36,789 31,674 △ 5,115

(36,789) (31,674) (△ 5,115)

29,362 30,441 1,079

(29,362) (30,441) (1,079)

23,108 23,259 151

(23,108) (23,259) (151)

168,536 0 △ 168,536

(168,536) (0) (△ 168,536)

336,725 172,836 △ 163,889

(329,825) (172,836) (△ 156,989)

30,333 28,790 △ 1,543

(24,473) (22,800) (△ 1,673)

44,911 40,665 △ 4,246

(19,674) (20,332) (658)

1,407 933 △ 474

(1,391) (916) (△ 475)

32,026 31,477 △ 549

(17,540) (18,278) (738)

2,468 2,371 △ 97

(2,468) (2,371) (△ 97)

42,541 37,750 △ 4,791

(0) (0) (0)

469,233 427,699 △ 41,534

(133,880) (119,716) (△ 14,164)

5,197 2,230 △ 2,967

(2,599) (1,115) (△ 1,484)

628,116 571,915 △ 56,201

(202,025) (185,528) (△ 16,497)

5,085,987 5,740,945 654,958

(5,085,596) (5,740,545) (654,949)

99,151 97,922 △ 1,229

(24,789) (24,481) (△ 308)

13,184 10,602 △ 2,582

(6,680) (5,360) (△ 1,320)

5,198,322 5,849,469 651,147

(5,117,065) (5,770,386) (653,321)

4,222 3,097 △ 1,125 676

(4,136) (3,011) (△ 1,125) (676)

15,040 16,090 1,050 9,946

(13,273) (14,446) (1,173) (9,156)

1,037 988 △ 49

(702) (669) (△ 33)

24,950 27,164 2,214 5,559

(20,427) (24,184) (3,757) (5,559)

16,236 15,822 △ 414

(16,236) (15,822) (△ 414)

9,694 5,347 △ 4,347

(6,858) (3,766) (△ 3,092)

1,075,007 1,121,516 46,509 4,585

(1,056,847) (1,104,682) (47,835) (4,585)

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

結核医療費

　　感染症対策課結核健康診断補助

感染症対策課

風しんワクチン接種費用助成
事業

感染症対策課

　　

　　

感染症予防費計

14

感染症対策課

ＤＯＴＳ事業 感染症対策課

1-4-2-2

1-4-2-115

18

　　

　　

風しん抗体検査事業

16

1-4-2-1

感染症対策課　他各種予防接種事業

予防接種健康被害救済事業 感染症対策課 　　

23

　　

保健栄養指導事業

健康づくり対策事業

25

　　

健康づくり課

　　

予防接種費計

健康づくり課

22

がん検診事業1-4-2-3

1-4-2-3

1-4-2-3

区ＣＭ

健康手帳交付事業

健康づくり課

　　

健康づくり課

区ＣＭ

　　

区ＣＭ

24

1-4-2-3

1-4-2-3

1-4-2-3

健康診査事業

健康づくり課

健康づくり課

健康教育事業

健康相談事業

19

健康づくり課

区ＣＭ

1-4-2-3

20

21

1-4-2-2

感染症対策課10

1-4-2-1

11

1-4-2-1

13

1-4-2-1

1-4-2-1

12

大阪バイオサイエンス研究所
運営助成

1-4-1-2

地域保健管理費

17 1-4-2-2

　　

　　

　　

　　

　　

　　

健康総務費計

生活衛生課

9

8

1-4-2-1

感染症予防事業費1-4-2-1

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

新型インフルエンザ対策事業

　　

　　総務課

　　

健康施策課

職員費計

1-4-1-2

1-4-1-2

　　

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

　　

　　

6

5

1-4-1-2

4

7

3

1-4-1-2

総務課　他健康局運営事務費

備  考

経理課

　　

担当課

　　

　　

総務課

1 1-2-4-3

健康局職員の人件費2 1-4-1-1

事  業  名

おとしより健康基金積立金

基金へ蓄積計

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/14.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/12.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/18.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/18.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/13.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/15.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/16.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/17.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/19.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/20.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/25.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/21.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/24.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/22.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/23.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/04.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/08.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/11.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/09.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/10.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/06.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/06.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/05.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/03.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/02.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/01.pdf


(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）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考担当課事  業  名

437,788 259,739 △ 178,049

(218,894) (215,483) (△ 3,411)

137 37,829 37,692

(137) (33,908) (33,771)

2,072 4,076 2,004

(1,837) (3,687) (1,850)

14,609 12,863 △ 1,746

(8,956) (7,631) (△ 1,325)

23,341 20,060 △ 3,281 20,060

(23,341) (20,060) (△ 3,281) (20,060)

2,219 1,952 △ 267 268

(2,219) (1,952) (△ 267) (268)

8,913 9,190 277 9,190

(8,913) (9,190) (277) (9,190)

1,771 0 △ 1,771

(1,771) (0) (△ 1,771)

1,637,036 1,535,733 △ 101,303

(1,384,547) (1,458,491) (73,944)

2,666 201 △ 2,465

(0) (0) (0)

164,635 198,429 33,794

(36,237) (43,949) (7,712)

581,145 751,469 170,324

(297,513) (378,027) (80,514)

2,673 2,460 △ 213

(2,673) (2,460) (△ 213)

30,000 30,000 0

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

28,144 28,868 724

(28,144) (28,868) (724)

5,065 10,392 5,327

(3,854) (7,795) (3,941)

5,943 5,686 △ 257 5,686

(5,943) (5,686) (△ 257) (5,686)

1,251 2,000 749 2,000

(1,251) (2,000) (749) (2,000)

4,935 4,835 △ 100

(4,935) (4,835) (△ 100)

16,885 32,148 15,263

(16,885) (32,148) (15,263)

197,652 193,945 △ 3,707

(162,833) (159,415) (△ 3,418)

7,314 7,314 0

(7,314) (7,314) (0)

41,883 39,307 △ 2,576 2,642

(40,107) (37,678) (△ 2,429) (1,581)

1,123 977 △ 146

(0) (0) (0)

13,138 7,986 △ 5,152

(520) (494) (△ 26)

26,618 27,978 1,360

(26,618) (27,978) (1,360)

1,278 357 △ 921

(1,278) (357) (△ 921)

9,570,970 10,049,204 478,234

(4,816,953) (5,061,199) (244,246)

14,872 16,689 1,817

(14,872) (15,918) (1,046)

1,063 1,072 9

(1,063) (1,072) (9)

241 245 4

(241) (245) (4)

1,167 920 △ 247

(1,167) (895) (△ 272)

　　

47

42

45

44

50

48

健康づくり課

小児慢性特定疾病対策事業

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

難病対策事業

保健所管理課

保健所管理課

49

46

43

献血推進事業

医療指導事業 保健医療対策課

53 1-4-2-4

1-4-2-4

保健医療対策課　他

こころの健康センター
他

保健医療対策課

こころの健康センター精神保健福祉従事職員研修

1-4-2-4

感染症対策課

歯科衛生事業

保健所管理課

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

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

1-4-2-4

保健医療計画推進事業

保健衛生システム運用経費

保健衛生情報調査研究事業

自立支援医療費

　　

　　

　　

健康づくり課

健康づくり課

1-4-2-3

26

訪問指導事業

31

1-4-2-330

28 1-4-2-3

32

1-4-2-329 肝臓疾患対策事業

保健師指導等事務費

歯周疾患検診事業

1-4-2-3

1-4-2-3

健康づくり課

健康づくり課　他

健康づくり課

公衆衛生活動事業補助 健康づくり課

地域巡回型がん検診事業

がん検診推進事業

27

1-4-2-3 　　健康づくり課

健康づくり課

健康施策課

33 1-4-2-3

こころの健康センター精神保健福祉審議会費

精神保健福祉普及啓発事業 こころの健康センター1-4-2-4

54

52

56

55

こころの健康センター

　　

　　

　　

　　

　　

区ＣＭ

　　

保健医療対策課

　　

　　

　　

　　

健康施策課

健康施策課

健康施策課

保健所管理課

保健所管理課

健康施策課　他

健康施策課

在宅寝たきり高齢者訪問歯科
診療支援事業補助

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

未熟児養育医療費

先天性代謝異常等検査事業

こころの健康センター管理運
営費

　　

　　

区ＣＭ

区ＣＭ

区ＣＭ

　　

　　

　　

　　

　　

　　

区ＣＭ

　　

　　

区ＣＭ

　　

1-4-2-4

51

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

1-4-2-4

健康増進費計

アトピー相談事業34

35

38

1-4-2-4

40

1-4-2-4

41

39

37

36

1-4-2-4

保健福祉センター事業用経費

重症心身障がい児者医療コー
ディネート事業

保健所管理課

1-4-2-4

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/36.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/37.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/38.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/40.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/42.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/43.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/54.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/41.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/49.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/46.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/46.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/45.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/48.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/50.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/51.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/52.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/30.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/29.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/31.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/28.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/32.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/27.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/26.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/55.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/56.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/35.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/39.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/53.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/53.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/34.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/47.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/44.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/44.pdf


(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）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考担当課事  業  名

35,825 33,019 △ 2,806

(33,311) (30,351) (△ 2,960)

1,990 3,356 1,366

(1,990) (3,356) (1,366)

5,115 4,946 △ 169

(198) (200) (2)

96,060 110,953 14,893

(65,776) (68,296) (2,520)

259,002 248,893 △ 10,109

(108,335) (95,169) (△ 13,166)

128 128 0

(128) (128) (0)

2,118 2,233 115

(2,118) (2,233) (115)

514,598 610,241 95,643

(514,576) (610,218) (95,642)

11,635,497 12,426,251 790,754

(6,226,833) (6,658,284) (431,451)

9,708 7,874 △ 1,834 4

(9,708) (7,874) (△ 1,834) (4)

4,892 3,934 △ 958

(4,892) (3,934) (△ 958)

206 192 △ 14

(206) (192) (△ 14)

3,371 3,266 △ 105

(3,371) (3,266) (△ 105)

110,098 96,493 △ 13,605

(110,098) (96,493) (△ 13,605)

830 764 △ 66

(830) (764) (△ 66)

72,016 67,392 △ 4,624

(72,016) (67,392) (△ 4,624)

84,865 82,872 △ 1,993

(84,865) (82,872) (△ 1,993)

22,061 32,579 10,518

(20,360) (30,584) (10,224)

26,533 25,093 △ 1,440

(26,533) (25,093) (△ 1,440)

9,691 10,094 403

(9,366) (9,470) (104)

5,752 5,404 △ 348

(5,752) (5,404) (△ 348)

4,763 3,763 △ 1,000

(4,763) (3,763) (△ 1,000)

2,801 2,229 △ 572

(2,801) (2,229) (△ 572)

357,587 341,949 △ 15,638

(355,561) (339,330) (△ 16,231)

8,802,572 8,366,722 △ 435,850

(0) (0) (0)

144,500 138,918 △ 5,582

(29,867) (29,670) (△ 197)

13,210 11,470 △ 1,740

(3,303) (2,867) (△ 436)

39,093 24,013 △ 15,080

(88) (0) (△ 88)

48 24 △ 24

(0) (0) (0)

5,000 3,288 △ 1,712

(0) (0) (0)

29,890 21,404 △ 8,486

(29,890) (21,404) (△ 8,486)

9,034,313 8,565,839 △ 468,474

(63,148) (53,941) (△ 9,207)

85

保健所管理課1-4-2-6

1-4-2-5

77

補償給付費

1-4-2-4

1-4-2-5

1-4-2-5

1-4-2-5

1-4-2-6

保健所管理課

62

保健所管理課

食品衛生事業

と畜検査事業

保健所管理課

生活衛生課

保健所管理課

生活衛生課狂犬病予防等事業

公害保健費計

1-4-2-5

生活衛生課専門監視事務費

生活衛生費計

薬務事務事業

環境衛生営業指導事業

動物愛護管理事業

生活衛生関係事務費

生活衛生課

生活衛生課

そ族昆虫防除事業

住居衛生推進事業

環境衛生事業 生活衛生課

生活衛生課

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

生活衛生課

生活衛生課

生活衛生課

乳肉衛生事業

石綿ばく露者健康管理試行調
査事業

82

84

81

83

1-4-2-6 環境保健事業費

公害保健福祉事業費

小児ぜん息等医療費助成事
業

石綿健康被害救済事業

1-4-2-6

1-4-2-6

1-4-2-6

こころの健康センター

59

精神科救急医療体制の整備
事業

1-4-2-4

自殺防止対策事業

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

1-4-2-4

こころの健康センター

1-4-2-4

61

こころの健康センター

こころの健康センター

措置・緊急措置診察及び入院
等事業

58 1-4-2-4
薬物依存症者等ケア強化事
業

こころの健康センター

60

73

72

1-4-2-5

69

71

1-4-2-5

1-4-2-5

1-4-2-5

1-4-2-570

1-4-2-5

1-4-2-5

57

76

1-4-2-4

保健医療費計

64 こころの健康センター

優秀標事業

生活衛生課

生活衛生課

生活衛生課

63
精神障がい者保健福祉手帳
交付事業

市営交通料金福祉措置（精神
障がい者）

65

67

68

66

74

75

78

保健所管理課79 1-4-2-6

80

1-4-2-5 食鳥検査事業

公害保健関係事務費

1-4-2-5

保健所管理課

生活衛生課

　　

　　

区ＣＭ

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/79.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/71.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/73.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/74.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/77.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/68.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/69.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/75.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/78.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/65.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/67.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/66.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/57.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/57.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/72.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/84.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/84.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/82.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/81.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/85.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/85.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/83.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/60.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/60.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/59.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/62.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/62.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/61.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/61.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/58.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/58.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/70.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/63.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/63.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/64.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/64.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/76.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/80.pdf


(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）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考担当課事  業  名

77,345 81,589 4,244

(77,345) (81,589) (4,244)

16,050 19,439 3,389

(0) (3,468) (3,468)

83,898 84,599 701

(0) (0) (0)

5,339 5,518 179

(2,931) (3,970) (1,039)

27,643 16,298 △ 11,345

(0) (0) (0)

210,275 207,443 △ 2,832

(80,276) (89,027) (8,751)

1,851 1,476 △ 375

(1,851) (1,476) (△ 375)

1,851 1,476 △ 375

(1,851) (1,476) (△ 375)

2,281,602 4,560,962 2,279,360

(2,281,602) (4,560,962) (2,279,360)

2,281,602 4,560,962 2,279,360

(2,281,602) (4,560,962) (2,279,360)

0 1,912 1,912

(0) (1,912) (1,912)

0 1,912 1,912

(0) (1,912) (1,912)

189 360 171

(189) (360) (171)

393 96 △ 297

(393) (96) (△ 297)

40,844 40,325 △ 519

(38,711) (36,809) (△ 1,902)

148,020 147,953 △ 67

(144,880) (144,691) (△ 189)

162,801 227 △ 162,574

(162,801) (227) (△ 162,574)

0 39,439 39,439

(0) (6,918) (6,918)

0 24,539 24,539

(0) (12,270) (12,270)

0 2,592 2,592

(0) (2,592) (2,592)

6,737 4,460 △ 2,277

(6,737) (4,460) (△ 2,277)

29,528 0 △ 29,528

(0) (0) (0)

9,593 0 △ 9,593

(9,593) (0) (△ 9,593)

2,742 0 △ 2,742

(2,742) (0) (△ 2,742)

154 0 △ 154

(154) (0) (△ 154)

6,906 0 △ 6,906

(6,906) (0) (△ 6,906)

2,588 0 △ 2,588

(2,588) (0) (△ 2,588)

70,524 0 △ 70,524

(70,524) (0) (△ 70,524)

481,019 259,991 △ 221,028

(446,218) (208,423) (△ 237,795)

9,669 12,483 2,814

(9,669) (12,483) (2,814)

　　

健康づくり課 　　地域巡回型がん検診事業

市民病院機構運営費交付金

　　

　　

　　

健康施策課

備品整備等

健康施策課

保健所管理課

保健衛生システム（健康管理
情報システム）プログラム改
修経費

　　

　　

2-3-1-1

2-3-1-1

保健所管理課
母子保健医療費公費負担シ
ステム更新移行経費

総合福祉システム改修等経費

　　

98

2-3-1-1

こころの健康センター
他

小規模受水槽システム移行
経費

104 薬務台帳システム改修経費

こころの健康センター

101 2-3-1-1
結核登録者情報システムの
サーバリプレースに伴うシステ
ム改修経費

感染症対策課 　　

マイナンバー制度にかかる総
合福祉システム改修経費

保健所庁舎管理経費97

2-3-1-1

用地売却にかかる経費

健康施策課　他

2-3-1-1

1-4-3-1 管理費

87

88

研究業務費1-4-3-1

86

　　

病院管理事務経費 総務課

検査業務費

　　

　　

　　

保健所管理課　他

環境科学研究所

　　

　　

総務課

　　

　　

2-3-1-1

91 1-4-4-1

92

運営推進費計

管理費計

1-4-4-2

環境科学研究所

89 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

環境科学研究所

90 1-4-3-1 環境分野調査研究費 環境科学研究所

環境科学研究所1-4-3-1

環境科学研究所費計

　　

　　

　　

生活衛生課2-3-1-1

2-3-1-1

　　

　　2-3-1-1

　　

生活衛生課

2-3-1-1

2-3-1-2110 　　

2-3-1-1

109

107

105

2-3-1-1

　　

庁舎改修

108

102

106

大正車庫シャッター改修2-3-1-1

施設整備促進事務費等 経理課　他

保健衛生施設整備費計

環境科学研究所

健康づくり課

健康づくり課

　　

　　

2-3-1-1

93 1-15-6-1 介護保険事業会計繰出金 健康施策課 　　

介護保険事業会計へ繰替計 　　

100 2-3-1-1
公害健康被害補償システム開
発経費

保健所管理課 　　

103

95

救急医療設備整備助成

96

99

94
障がい者支援計画及び障が
い福祉計画の策定

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/92.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/96.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/98.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/101.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/101.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/101.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/99.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/99.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/97.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/95.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/86.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/87.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/91.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/88.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/89.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/89.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/89.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/90.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/110.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/102.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/93.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/100.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/100.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/94.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/94.pdf


(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）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考担当課事  業  名

0 6,500 6,500

(0) (6,500) (6,500)

920 946 26

(920) (946) (26)

10,589 19,929 9,340

(10,589) (19,929) (9,340)

2,401,925 4,039,038 1,637,113

(2,401,925) (4,039,038) (1,637,113)

3,494,000 2,114,000 △ 1,380,000

(0) (0) (0)

5,895,925 6,153,038 257,113

(2,401,925) (4,039,038) (1,637,113)

323,980 379,226 55,246

(56,228) (56,732) (504)

323,980 379,226 55,246

(56,228) (56,732) (504)

43,475,156 46,699,116 3,223,960 60,616

(24,399,999) (29,267,434) (4,867,435) (58,765)

備品整備

所属計

115
土地先行取得事業会計繰出
金

　　環境科学研究所2-3-1-2

経理課　他

区CM

環境科学研究所ＥＳＣＯ事業

　　

　　

公共用地先行取得事業貸付金計

111

2-14-2-1

環境科学研究所整備費計

　　整備推進費計

　　

112 2-3-1-2 　　

総務課 　　114 2-3-2-1 市民病院機構貸付金

113 2-3-2-1 市民病院機構運営費交付金 総務課 　　

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/111.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/115.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/115.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/112.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/114.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000298/298769/113.pdf

