
会計名　　一般会計 （単位：千円）

0 1,500 1,500
(0) (1,500) (1,500)

1,163 742 △ 421
(1,163) (742) (△ 421)
17,190 17,150 △ 40
(17,190) (17,150) (△ 40)

24 26 2
(24) (26) (2)

18,377 19,418 1,041
(18,377) (19,418) (1,041)

3,473 3,369 △ 104
(3,473) (3,369) (△ 104)
18 17 △ 1
(18) (17) (△ 1)
245 237 △ 8
(245) (237) (△ 8)
252 225 △ 27
(34) (36) (2)
155 147 △ 8
(27) (13) (△ 14)
313 303 △ 10
(313) (303) (△ 10)
14 14 0
(14) (14) (0)
306 296 △ 10
(306) (296) (△ 10)
181 126 △ 55
(181) (126) (△ 55)
62 73 11
(62) (73) (11)
843 756 △ 87
(421) (407) (△ 14)

5,862 5,563 △ 299
(5,094) (4,891) (△ 203)

539 0 △ 539
(413) (0) (△ 413)
17,870 17,762 △ 108
(14,570) (14,462) (△ 108)
4,316 4,432 116
(4,316) (4,432) (116)
13,517 13,512 △ 5
(10,745) (10,740) (△ 5)
1,981 1,025 △ 956
(1,981) (1,025) (△ 956)
160 160 0
(160) (160) (0)
664 425 △ 239
(664) (425) (△ 239)
153 152 △ 1
(153) (152) (△ 1)
3 3 0
(3) (3) (0)

4,335 4,335 0
(4,324) (4,324) (0)
18,885 18,838 △ 47
(18,885) (18,838) (△ 47)

1 1 0
(1) (1) (0)
67 66 △ 1
(67) (66) (△ 1)

62,491 60,711 △ 1,780
(56,282) (54,628) (△ 1,654)

介護保険事業会計繰出金

障がい者活動等推進事業

市営交通料金福祉措置

障がい者相談員設置事業

老人福祉センター運営費

老人福祉関係事務費

地域高齢者活動拠点施設（老人憩の家）運営補助

障がい者福祉関係事務費

高齢者在宅支援事業

学校体育施設開放事業

事  業  名
28年度
当初①

29年度
予算案②

企業啓発推進事業

地域密着型市民啓発事業

市民啓発広報事業

区と連携した芸術文化青少年育成事業

港区シティ・マネージャー自由経費　平成29年度予算事業（案）一覧

スポーツ施設指定管理代行料（スポーツセンター）

指定区における夜間の青色防犯パトロールの実施

消費者向け各種講座の実施

コミュニティビジネス等促進事業

参加・参画型事業

点字自動読取装置設置関係経費

コミュニティビジネス等促進事業

男女共同参画普及啓発

協働推進に向けた職員づくり・体制づくり

経済戦略局計

市民局計

福祉局計

地域福祉推進事業

地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

民生委員活動事業

地域生活支援事業

若者・女性の就労等トータルサポート事業

備　考

光熱水費
（中学校のグランド照明の精査）

ＣＢ講座実践編

（指定区：９区）

講師派遣型講座

人権啓発推進員の育成事業

人権啓発情報誌の発行等

人権に関する作品募集事業等

企業人権リーダー養成研修等

講演会、イベントの開催等

広報紙用点字プリンタのリース

ＣＢ講座入門編等

市民協働職員研修等

地域就労支援センターの運営等

増　減
（②-①）

地域福祉活動の担い手発掘・育成
（区まち予算事業に移管）

障がい者相談事業等（相談センター）

更新確認書送付経費等
（更新経費の減）

重点施策
（８区で実施）

重度障がい者タクシー料金等

療育手帳交付事務等

緊急通報システムに係る通知等

指定管理代行料

老人福祉法施行事務費

上段： 歳 　出 　額
（下段：所要一般財源）



33 32 △ 1
(33) (32) (△ 1)
439 396 △ 43
(408) (396) (△ 12)
197 191 △ 6
(197) (191) (△ 6)
473 404 △ 69
(473) (404) (△ 69)
11 11 0
(11) (11) (0)
364 353 △ 11
(364) (353) (△ 11)
230 222 △ 8
(230) (178) (△ 52)
33 29 △ 4
(33) (29) (△ 4)
31 30 △ 1
(31) (30) (△ 1)
1,811 1,668 △ 143
(1,780) (1,624) (△ 156)

256 256 0
(256) (256) (0)
47,619 53,295 5,676
(40,830) (40,864) (34)
6,860 6,860 0
(4,574) (4,574) (0)
13,600 14,594 994
(5,254) (5,760) (506)
141 92 △ 49
(141) (92) (△ 49)

125,730 128,272 2,542
(90,386) (87,663) (△ 2,723)
728 900 172
(728) (252) (△ 476)

194934 204269 9,335
(142,169) (139,461) (△ 2,708)

769 746 △ 23
(769) (746) (△ 23)
64 61 △ 3
(64) (61) (△ 3)
52 50 △ 2
(52) (50) (△ 2)
234 227 △ 7
(234) (227) (△ 7)
3 3 0
(3) (3) (0)
9 9 0
(9) (9) (0)
7 7 0
(7) (7) (0)

1,138 1,103 △ 35
(1,138) (1,103) (△ 35)

4 1 △ 3
(4) (1) (△ 3)
404 366 △ 38
(202) (183) (△ 19)
3 0 △ 3
(3) (0) (△ 3)
411 367 △ 44
(209) (184) (△ 25)

52 31 △ 21
(0) (0) (0)
330 150 △ 180
(330) (150) (△ 180)
382 181 △ 201
(330) (150) (△ 180)

まちの美化推進事業

集合式住宅における分別排出促進の啓発

地域との連携によるごみ減量・リサイクルの取組推進

資源集団回収活動の推進

防災力強化マンション認定制度

新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度

子育て安心マンション認定制度

路上喫煙対策事業

焼却工場跡地等管理事業

ごみ減量・３Ｒ啓発推進事業

母子父子寡婦福祉貸付資金会計繰出金

青少年健全育成の推進

児童いきいき放課後事業

こども青少年局計

多様な保育サービスの提供

地域子育て支援の推進

「いじめ」・「不登校」対策

保育サービスの充実

献血推進事業

保健福祉センター事業用経費

健康局計

公衆衛生活動事業補助

歯科衛生事業

訪問指導事業

保健師指導等事務費

健康教育事業

めいわく駐車防止条例による啓発活動

保健栄養指導事業

健康づくり対策事業

まちづくり活動支援事業

都市計画局計

28年度
当初①

事  業  名

都市整備局計

環境局計

29年度
予算案②

増　減
（②-①）

備　考

給食施設指導等

地域リーダー養成等

地域健康講座

療養上の保健指導

保健師研修会講師謝礼等

医師による三次予防普及啓発

生涯歯科保健推進事業

献血推進のための啓発等

熱中症予防啓発

検便検尿委託費

ファミリーサポート事業、家庭児
童相談運営等

スクールカウンセラー事業

うち、重点施策　1,302千円

子ども会活動推進、成人の日記
念事業等

小学校実施型

発生抑制・再利用等の啓発

たばこ市民マナー向上エリアで
の啓発等

廃棄物減量等推進員活動等

感謝状作成費

美化運動功労者表彰

容器包装プラスチック分別収集

認定マンションプレート作成費

認定マンションプレート作成費

駐車場マップデータの更新等

まちづくり推進団体への助成等



210 210 0
(210) (210) (0)
710 710 0
(710) (710) (0)
15,716 15,263 △ 453
(15,258) (14,805) (△ 453)
534 518 △ 16
(534) (518) (△ 16)
68,535 66,479 △ 2,056
(68,535) (66,479) (△ 2,056)
11,276 18,206 6,930
(2,832) (4,647) (1,815)
65,575 63,762 △ 1,813
(12,024) (11,844) (△ 180)
7,260 7,049 △ 211
(2,740) (2,528) (△ 212)
29,238 11,526 △ 17,712
(11,797) (10,196) (△ 1,601)
19,554 18,172 △ 1,382
(4,006) (3,885) (△ 121)
217 185 △ 32
(217) (185) (△ 32)
266 255 △ 11
(266) (255) (△ 11)
3,796 3,702 △ 94
(3,796) (3,702) (△ 94)
2,682 2,601 △ 81
(2,682) (2,601) (△ 81)
15,311 15,210 △ 101
(15,311) (15,210) (△ 101)
13,081 12,424 △ 657
(12,496) (11,840) (△ 656)
115 109 △ 6
(115) (109) (△ 6)
1,630 1,582 △ 48
(1,630) (1,582) (△ 48)
255,706 237,963 △ 17,743
(155,159) (151,306) (△ 3,853)

23,970 17,666 △ 6,304
(20,970) (17,666) (△ 3,304)
566 6,114 5,548
(566) (4,114) (3,548)
24,536 23,780 △ 756
(21,536) (21,780) (244)

15 15 0
(15) (15) (0)
18 18 0
(18) (18) (0)
21 21 0
(21) (21) (0)
10 9 △ 1
(10) (9) (△ 1)
46 44 △ 2
(46) (44) (△ 2)
110 107 △ 3
(110) (107) (△ 3)

565,758 555,130 △ 10,628
(402,184) (394,652) (△ 7,532)

259,590 1,517,025 1,257,435
(255,081) (1,510,894) (1,255,813)

825,348 2,072,155 1,246,807
(657,265) (1,905,546) (1,248,281)

公園内電気施設整備

道路、緑地及び防災施設等の維持管理

港湾施設等の維持補修

学校保健推進事業

緑化の普及啓発事業等

一般会計　区長自由経費計②

児童遊園の整備・運営

公園管理作業

公園樹・街路樹等の保全育成

PTA育成

生涯学習の推進

就学対策費

港湾局計

教育委員会事務局計

一般会計　区ＣＭ自由経費計①

放置自転車対策事業（放置自転車の撤去費など）

道路照明灯の整備

舗装維持補修

道路施設維持補修

住区基幹公園整備（維持補修）

放置自転車対策事業（自転車駐車場整備）

街路防犯灯の整備

一般園地指定管理代行料

公園管理運営費

有料施設管理運営費

道路の適正利用

道路管理事務費

28年度
当初①

事  業  名

公園施設整備（安全安心・リフレッシュ」）

29年度
予算案②

増　減
（②-①）

一般会計計　①+②

建設局計

人権啓発普及事業等

道路愛護団体交付金

違反広告物の撤去、美化運動
功労者表彰等

小・中規模公園管理運営、公園
事務所作業体制整備等

運動場等有料施設の管理運営

八幡屋公園指定管理代行料

公園施設の更新等
（H29年度は当区内公園が該当）

道路舗装の維持・補修

備　考

公園灯等公園内施設の維持管理

公園及び各施設の管理運営

識字推進事業

ＰＴＡ地域教育活動研修会

生涯学習ルーム事業

区学校保健協議会によるヘルス
サポート事業の実施

緑化ボランティアの育成・支援

活動費・整備費補助

臨港緑地・道路等維持管理、光
熱水費・清掃・点検業務

維持工事の直営施工経費等

進路選択支援

植樹帯等の道路施設維持補修

（H28年度は、大阪港駅自転車駐車
場管理事務所の設置工事有）

道路照明灯の新設・改良・補修

私道の街路防犯灯設置助成

自転車駐車場の補修等

公園施設の整備・修繕



会計名　　母子父子寡婦福祉貸付資金会計

25,032 26,722 1,690
(728) (900) (172)
4 4 0
(0) (0) (0)

25,036 26,726 1,690
(728) (900) (172)

会計名　介護保険事業会計

375 364 △ 11
(46) (45) (△ 1)
64 65 1
(12) (12) (0)
51 51 0
(9) (9) (0)
490 480 △ 10
(67) (66) (△ 1)

包括的支援事業費

事  業  名

介護予防普及啓発等事業費

母子父子寡婦福祉貸付金及び事務費等

母子父子寡婦福祉貸付金償還金にかかる還付金

区ＣＭ自由経費・区長自由経費　歳出額合計
①+②+③+④

母子父子寡婦福祉貸付資金会計　区ＣＭ自由経費計③

増　減
（②-①）

増　減
（②-①）

家族介護支援事業費

介護保険事業会計　区ＣＭ自由経費計④

29年度
予算案②

事  業  名
28年度
当初①

28年度
当初①

29年度
予算案②

備　考

（ ）内は一般会計繰入金

850,874 2,099,361 1,248,487

（ ）内は一般会計繰入金

備　考

（ ）内は一般会計繰入金

（ ）内は一般会計繰入金

（ ）内は一般会計繰入金


