
予算事業一覧

会計名　　一般会計　　 所属名　　健康局　

(単位：千円)

 28 年 度 29 年 度 増減

当初① 算定② （②-①）

87,331 85,131 △ 2,200

(87,331) (85,131) (△ 2,200)

30,432 30,423 △ 9

(30,432) (30,423) (△ 9)

30,424 27,966 △ 2,458

(30,424) (27,966) (△ 2,458)

29,710 27,398 △ 2,312

(29,710) (27,398) (△ 2,312)

226 1,371 1,145

(226) (1,371) (1,145)

6,931 3,862 △ 3,069

(6,931) (3,862) (△ 3,069)

142,824 155,421 12,597

(139,906) (152,406) (12,500)

1,513 7,052 5,539

(1,513) (7,052) (5,539)

16,157 5,353 △ 10,804

(8,550) (4,879) (△ 3,671)

32 10 △ 22

(32) (10) (△ 22)

0 70,000 70,000

(0) (70,000) (70,000)

1,500 0 △ 1,500

(1,500) (0) (△ 1,500)

32,137 29,827 △ 2,310

(17,200) (15,976) (△ 1,224)

39,094 38,876 △ 218

(19,547) (19,440) (△ 107)

864 1,183 319

(847) (1,183) (336)

27,955 29,184 1,229

(19,639) (21,260) (1,621)

2,238 2,232 △ 6

(2,238) (2,232) (△ 6)

26,058 14,479 △ 11,579

(327) (310) (△ 17)

457,111 433,315 △ 23,796

(127,412) (120,881) (△ 6,531)

856 1,634 778

(428) (817) (389)

338 129 △ 209

(169) (65) (△ 104)

5,723,661 6,099,943 376,282

(5,723,302) (6,099,543) (376,241)

100,338 105,066 4,728

(25,085) (26,267) (1,182)

9,674 9,299 △ 375

(4,877) (4,670) (△ 207)

128 39 △ 89

(128) (39) (△ 89)

0 3,005 3,005

(0) (3,005) (3,005)

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

生活衛生監視事務所管理
運営費

　　

日本公衆衛生学会総会分担
金

総務課 　　

健康施策課

こころの健康センター

こころの健康センター 　　

　　

マイナンバー制度にかかる中間
サーバ接続端末導入経費

感染症対策課

　　

住吉市民病院建屋（本館・
北館等）の改修工事

　　

　　

　　

　　

風しん抗体検査事業

マイナンバー制度にかかる中
間サーバ接続端末導入経費

感染症対策課

結核医療費 感染症対策課

感染症対策課

　　

　　

保健所庁舎管理経費 保健所管理課

総合福祉システム改修経費 　　

　　感染症対策課

ＤＯＴＳ事業 感染症対策課

新型インフルエンザ対策事
業

マイナンバー制度にかかる
総合福祉システム改修経費

　　

こころの健康センター
他

結核健康診断補助

用地売却にかかる経費 健康施策課 　　

施設整備促進事務費等 経理課　他 　　

Ｂ型肝炎ワクチン接種費用
助成事業

感染症対策課

感染症対策課

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

風しんワクチン接種費用助
成事業

第3次大阪市エイズ対策基
本指針策定経費

感染症対策課

　　

保健所管理課保健所管理運営費

総務課　他健康局運営事務費

地域保健管理費 健康施策課

備  考

感染症対策課

　　

感染症予防事業費

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

　　

　　

事  業  名

　　

　　

　　

　　

　　

　　生活衛生課

担当課

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/05.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/05.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/11.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/11.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/12.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/12.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/21.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/26.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/26.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/20.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/08.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/09.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/19.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/16.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/16.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/10.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/10.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/18.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/06.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/07.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/27.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/27.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/23.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/24.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/24.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/25.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/25.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/22.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/22.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/04.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/02.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/03.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/14.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/17.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/15.pdf


(単位：千円)

 28 年 度 29 年 度 増減

当初① 算定② （②-①）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考事  業  名 担当課

7,517 0 △ 7,517

(2,506) (0) (△ 2,506)

2,050 1,861 △ 189 636

(1,935) (1,861) (△ 74) (636)

20,050 14,952 △ 5,098 8,606

(18,456) (14,326) (△ 4,130) (8,606)

938 840 △ 98

(636) (573) (△ 63)

45,977 38,355 △ 7,622 4,824

(42,833) (35,301) (△ 7,532) (4,824)

15,076 14,842 △ 234

(15,076) (14,842) (△ 234)

6,095 8,017 1,922

(4,299) (5,606) (1,307)

1,185,467 1,266,967 81,500 2,233

(1,170,236) (1,252,356) (82,120) (2,233)

119,348 163,897 44,549

(93,414) (113,167) (19,753)

47,860 34,864 △ 12,996

(44,515) (31,193) (△ 13,322)

3,664 3,508 △ 156

(3,136) (3,004) (△ 132)

13,925 11,313 △ 2,612

(8,372) (5,903) (△ 2,469)

18,476 17,191 △ 1,285 17,191

(18,476) (17,191) (△ 1,285) (17,191)

1,923 1,810 △ 113 259

(1,923) (1,810) (△ 113) (259)

8,433 7,963 △ 470 7,963

(8,433) (7,963) (△ 470) (7,963)

181,411 198,963 17,552

(40,523) (44,150) (3,627)

637,866 649,769 11,903

(320,949) (327,039) (6,090)

2,079 1,509 △ 570

(2,079) (1,509) (△ 570)

30,000 30,000 0

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

32,271 32,061 △ 210

(32,271) (32,061) (△ 210)

9,507 16,336 6,829

(7,810) (14,924) (7,114)

5,496 5,312 △ 184 5,312

(5,496) (4,243) (△ 1,253) (4,243)

1,068 957 △ 111 957

(1,068) (957) (△ 111) (957)

4,958 4,737 △ 221

(4,958) (4,737) (△ 221)

29,203 29,112 △ 91

(29,203) (29,112) (△ 91)

182,431 183,063 632

(146,899) (147,168) (269)

7,314 7,314 0

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

区ＣＭ

区ＣＭ

区ＣＭ

肝臓疾患対策事業

マイナンバー制度にかかる予
防接種システム改修経費

感染症対策課

　　

医療指導事業

健康づくり課健康教育事業

健康づくり課

　　

保健所管理課

未熟児養育医療費

健康相談事業

区ＣＭ

　　

健康づくり課

健康づくり課

　　

健康づくり課

がん検診事業

がん検診推進事業

区ＣＭ

健康診査事業

健康づくり課

　　

　　

小児慢性特定疾病対策事
業

保健所管理課

保健師指導等事務費

健康づくり課

健康づくり課　他

訪問指導事業

　　

保健栄養指導事業

健康づくり対策事業 区ＣＭ

健康づくり課

　　

区ＣＭ

　　

公衆衛生活動事業補助

　　

健康づくり課

　　

保健医療対策課

健康施策課

保健所管理課

先天性代謝異常等検査事
業

健康施策課

保健所管理課

重症心身障がい児者の医
療コーディネート事業

健康施策課

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

　　

歯科衛生事業

献血推進事業

健康づくり課

難病対策事業

感染症対策課

健康施策課

健康づくり課

健康手帳交付事業

健康づくり課

健康づくり課　他

健康づくり課

　　

区ＣＭ

　　

　　

　　

　　

地域巡回型がん検診事業

区ＣＭ

　　

歯周病検診事業

周産期緊急医療対策費

保健所管理課

こども難病医療費助成事業

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/39.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/51.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/32.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/43.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/33.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/35.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/36.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/34.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/44.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/44.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/41.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/40.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/29.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/30.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/42.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/47.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/47.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/52.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/52.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/54.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/54.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/53.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/53.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/49.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/50.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/48.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/31.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/37.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/38.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/46.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/45.pdf


(単位：千円)

 28 年 度 29 年 度 増減

当初① 算定② （②-①）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考事  業  名 担当課

31,070 32,818 1,748 921

(30,479) (32,307) (1,828) (921)

957 915 △ 42

(0) (0) (0)

9,846 13,598 3,752

(494) (494) (0)

25,985 20,617 △ 5,368

(25,985) (20,617) (△ 5,368)

869 431 △ 438

(869) (431) (△ 438)

10,399,252 10,911,508 512,256

(5,239,939) (5,493,328) (253,389)

17,817 20,616 2,799

(17,283) (19,843) (2,560)

1,095 1,052 △ 43

(1,095) (1,052) (△ 43)

242 208 △ 34

(242) (208) (△ 34)

751 741 △ 10

(746) (716) (△ 30)

29,070 28,554 △ 516

(27,264) (26,747) (△ 517)

4,248 3,445 △ 803

(4,248) (3,445) (△ 803)

4,809 4,597 △ 212

(1,382) (2,287) (905)

105,682 105,954 272

(65,108) (65,373) (265)

245,830 245,237 △ 593

(92,501) (102,182) (9,681)

128 120 △ 8

(128) (120) (△ 8)

2,267 2,174 △ 93

(2,267) (2,174) (△ 93)

685,924 754,858 68,934

(685,899) (754,845) (68,946)

717 701 △ 16

(359) (351) (△ 8)

3,050 212 △ 2,838

(3,050) (212) (△ 2,838)

18,104 22,041 3,937

(18,104) (22,041) (3,937)

52,574 95,583 43,009

(52,574) (95,583) (43,009)

385 117 △ 268

(385) (117) (△ 268)

0 13,422 13,422

(0) (422) (422)

0 91,242 91,242

(0) (72,332) (72,332)

34,298 0 △ 34,298

(34,298) (0) (△ 34,298)

6,980 6,432 △ 548

(6,980) (6,432) (△ 548)

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

こころの健康センター

精神障がい者地域生活支
援広域調整等事業

こころの健康センター

保健医療対策課　他

健康施策課

生活衛生課

健康施策課

こころの健康センター

障がい者支援計画及び障
がい福祉計画の策定

保健所管理課　他

精神科救急医療体制の整
備事業

沢之町休日急病診療所移
転建替工事費

そ族昆虫防除事業

心神喪失者等医療観察法
に基づく社会復帰支援事業

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）

保健衛生システム再構築

備品整備等

恵美須倉庫売却経費

精神保健福祉関連相談指
導等事業

精神保健福祉審議会費

精神保健福祉普及啓発事
業

精神保健福祉従事職員研
修

　　

健康施策課

保健福祉センター事業用経
費

健康施策課　他

保健医療対策課 　　

自立支援医療費

衛生統計調査事業

保健衛生システム運用経費

保健衛生情報調査研究事
業

こころの健康センター管理
運営費

　　

　　

医療費公費負担システム開
発

保健所管理課 　　

自殺防止対策事業

措置・緊急措置診察及び入
院等事業

こころの健康センター

こころの健康センター
他

保健医療対策課

　　

　　

　　

　　

区ＣＭ

　　

地域保健医療計画推進事
業

　　

　　

　　

　　

　　

マイナンバー制度にかかる中
間サーバ接続端末導入経費

こころの健康センター
他

　　

　　

　　

　　

　　

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

保健医療対策課　他

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

薬物依存症者等ケア強化
事業

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/73.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/73.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/74.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/74.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/68.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/68.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/78.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/78.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/81.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/70.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/70.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/71.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/71.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/72.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/72.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/76.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/75.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/65.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/65.pdf
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http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/64.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/62.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/62.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/55.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/55.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/60.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/57.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/58.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/59.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/59.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/61.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/61.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/79.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/79.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/67.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/69.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/69.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/56.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/56.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/77.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/77.pdf
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(単位：千円)

 28 年 度 29 年 度 増減

当初① 算定② （②-①）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考事  業  名 担当課

3,950 2,464 △ 1,486

(3,950) (2,464) (△ 1,486)

203 181 △ 22

(203) (181) (△ 22)

3,367 2,275 △ 1,092

(3,103) (1,985) (△ 1,118)

85,342 84,459 △ 883

(85,342) (84,459) (△ 883)

42,578 1,081 △ 41,497

(42,578) (1,081) (△ 41,497)

681 642 △ 39

(681) (642) (△ 39)

65,720 11,450 △ 54,270

(65,720) (11,450) (△ 54,270)

81,897 60,173 △ 21,724

(81,897) (60,173) (△ 21,724)

30,813 28,902 △ 1,911

(28,824) (27,571) (△ 1,253)

24,894 24,999 105

(24,894) (24,999) (105)

9,460 10,266 806

(8,823) (7,231) (△ 1,592)

5,093 4,876 △ 217

(5,093) (4,876) (△ 217)

3,804 3,508 △ 296

(3,804) (3,508) (△ 296)

2,269 2,589 320

(2,269) (2,589) (320)

9,104 40,578 31,474

(6,586) (10,233) (3,647)

7,956,110 7,801,999 △ 154,111

(0) (0) (0)

112,426 113,071 645

(15,658) (16,355) (697)

10,829 10,558 △ 271

(2,707) (2,640) (△ 67)

19,242 15,288 △ 3,954

(0) (0) (0)

23 21 △ 2

(0) (21) (21)

3,006 2,798 △ 208

(0) (0) (0)

4,372 928 △ 3,444

(4,372) (928) (△ 3,444)

17,214 73,565 56,351

(0) (0) (0)

36,143 12,152 △ 23,991

(26,738) (12,152) (△ 14,586)

0 8,665 8,665

(0) (8,665) (8,665)

0 803,878 803,878

(0) (803,878) (803,878)

79,030 0 △ 79,030

(79,030) (0) (△ 79,030)

備品等整備 生活衛生課 　　

石綿ばく露者の健康管理に
係る施行調査事業

食品衛生事業

と畜検査事業

保健所管理課

環境科学研究センター運営
事務費

備品整備費

環境科学研究所 　　

　　

　　

　　

　　

　　

保健所管理課

　　
国家戦略特別区域外国人
滞在施設経営事業

生活衛生課

小児ぜん息等医療費助成
事業

保健所管理課 　　

生活衛生課

乳肉衛生事業

生活衛生課

生活衛生課

生活衛生課

生活衛生課

薬務事務事業

環境衛生事業

保健所管理課

生活衛生課

生活衛生関係事務費

住居衛生推進事業

生活衛生課専門監視事務費

生活衛生課

生活衛生課動物愛護管理事業

生活衛生課

環境衛生営業指導事業

保健所管理課

生活衛生課

生活衛生課

生活衛生課

環境科学研究所

（地独）大阪健康安全基盤
研究所運営費交付金

環境科学研究所

公害保健関係事務費

　　

　　

　　

　　

　　

　　

食鳥検査事業 　　

　　

　　

　　

石綿健康被害救済事業

　　優秀標贈呈事業

環境保健事業費

公害保健福祉事業費

狂犬病予防等事業

補償給付費

　　

　　

　　

　　

保健所管理課

管理費 環境科学研究所

（地独）大阪健康安全基盤
研究所管理事務経費

環境科学研究所

　　

　　

　　

保健所管理課

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/96.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/102.pdf
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http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/104.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/104.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/105.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/86.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/86.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/103.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/103.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/89.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/84.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/82.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/95.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/83.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/94.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/92.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/85.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/107.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/107.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/98.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/93.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/101.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/87.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/100.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/99.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/91.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/97.pdf
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(単位：千円)

 28 年 度 29 年 度 増減

当初① 算定② （②-①）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考事  業  名 担当課

21,583 0 △ 21,583

(0) (0) (0)

74,626 0 △ 74,626

(0) (0) (0)

4,901 0 △ 4,901

(2,493) (0) (△ 2,493)

57,264 0 △ 57,264

(3,176) (0) (△ 3,176)

1,383 1,272 △ 111

(1,383) (1,272) (△ 111)

5,305,391 5,169,955 △ 135,436

(5,305,391) (5,169,955) (△ 135,436)

3,056,396 3,014,047 △ 42,349

(3,056,396) (3,014,047) (△ 42,349)

2,927,000 3,185,000 258,000

(0) (0) (0)

17,453 41,843 24,390

(17,453) (41,843) (24,390)

7 4 △ 3

(0) (0) (0)

46,602,875 48,297,807 1,694,932 48,902

(28,990,229) (30,372,769) (1,382,540) (47,833)

庁舎改修 環境科学研究所 　　

　　

　　

　　

　　

　　

市民病院機構貸付金

　　市民病院機構運営費交付金

　　総務課

　　

病院管理事務経費 総務課

区CM所属計

介護保険事業会計繰出金 健康施策課

環境科学研究所

経理課おとしより健康基金積立金

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

検査業務費

　　

研究業務費 環境科学研究所

環境科学研究所

市民病院機構運営費交付金 総務課

総務課

http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/116.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/114.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/113.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/117.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/118.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000385/385438/115.pdf

