
予算事業一覧

会計名　　一般会計　　 所属名　　都島区役所　

(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）

1,277 751 △ 526

(1,277) (751) (△ 526)

3,638 4,482 844

(3,638) (4,482) (844)

6,664 5,199 △ 1,465

(6,664) (5,199) (△ 1,465)

13,012 2,274 △ 10,738

(13,012) (2,274) (△ 10,738)

145 91 △ 54

(145) (91) (△ 54)

0 100 100

(0) (0) (0)

300 300 0

(0) (0) (0)

940 940 0

(940) (940) (0)

22,113 22,113 0

(22,113) (22,113) (0)

2,700 200 △ 2,500

(2,700) (200) (△ 2,500)

14,565 14,571 6

(14,565) (14,571) (6)

13,929 9,874 △ 4,055

(13,929) (9,874) (△ 4,055)

1,018 1,230 212

(1,018) (1,080) (62)

3,442 4,203 761

(3,442) (4,203) (761)

757 837 80

(757) (837) (80)

2,085 2,382 297

(2,085) (2,382) (297)

868 707 △ 161

(868) (707) (△ 161)

1,994 1,769 △ 225

(1,994) (1,769) (△ 225)

2,453 1,362 △ 1,091

(2,453) (1,362) (△ 1,091)

1,555 1,385 △ 170

(1,555) (1,385) (△ 170)

9,666 9,412 △ 254

(9,666) (9,412) (△ 254)

137 137 0

(137) (137) (0)

2,827 2,904 77

(2,827) (2,904) (77)

806 805 △ 1

(806) (805) (△ 1)

203 194 △ 9

(203) (194) (△ 9)

2,568 2,383 △ 185

(2,568) (2,383) (△ 185)

187 166 △ 21

(187) (166) (△ 21)

111 69 △ 42

(111) (69) (△ 42)

36 20 △ 16

(36) (20) (△ 16)

923 810 △ 113

(923) (810) (△ 113)

保健福祉課

30 1-2-3-3

身体及び知的障がい者相
談員事業

保健福祉課

発達障がいサポート事業 保健福祉課

児童虐待防止対策（要保護
児童対策地域協議会の運
営）

保健福祉課

29 1-2-3-3
ドメスティック・バイオレンス
関連相談保護事業

母乳育児の推進事業（親子
のきずなはぐくみ事業）

27 1-2-3-3

25 1-2-3-3
認知症啓発事業～みやっこ
シニアいきいき大作戦～

保健福祉課

まちづくり推進課

16

　　

　　

22 1-2-3-3

　　

　　

　　

地域と学校の連携によるコ
ミュニティ形成業務

まちづくり推進課

19

まちづくり推進課

まちづくり推進課 　　

1-2-3-3 保健福祉課
地域福祉コーディネート事
業

21

17 1-2-3-3 生涯学習推進事業

人権啓発推進・人権相談事
業

まちづくり推進課

　　

1-2-3-3 青少年育成推進事業

28

13 1-2-3-3
中学生ネパールとのWeb交
流事業

成人の日のつどい事業

1-2-3-3 学校体育施設開放事業 まちづくり推進課

18 1-2-3-3

14 1-2-3-3
小学生やる気アップ学習支
援事業

まちづくり推進課

保健福祉課

23 1-2-3-3 臨床心理士による福祉相談

　　

20 1-2-3-3

　　

26 1-2-3-3
区役所待合いスペースにお
けるキッズ見守り事業

保健福祉課 　　

　　

　　

24 1-2-3-3

　　

　　

1-2-3-3

保健福祉課

子育て支援事業

15 1-2-3-3

8 1-2-3-3
種から育てる地域の花づく
り支援事業

まちづくり推進課 　　

10 1-2-3-3
自律的な地域運営を支援
するための活動補助事業

まちづくり推進課 　　

9 1-2-3-3
地域活動協議会補助金事
業

まちづくり推進課 　　

12 1-2-3-3
イベントを通じたコミュニティ
育成事業

まちづくり推進課 　　

　　

　　

防犯対策事業 まちづくり推進課

2 1-2-3-3
地域と区役所の防災力向
上事業

まちづくり推進課 　　

1 1-2-3-3
企業・社会福祉施設等との
防災協力事業

まちづくり推進課

　　

7 1-2-3-3 クリーン３大作戦 まちづくり推進課 　　

　　

4 1-2-3-3 路上喫煙対策事業 まちづくり推進課

5 1-2-3-3 交通安全運動関係事業 まちづくり推進課

6 1-2-3-3 安全なまちづくり事業

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考

まちづくり推進課 　　

事  業  名 担当課

保健福祉課

1-2-3-3
新たな地域コミュニティ支援
事業

まちづくり推進課

まちづくり推進課

11

3 1-2-3-3

　　

　　

http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/022.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/022.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/024.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/028.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/028.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/028.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/029.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/029.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/030.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/030.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/025.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/025.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/018.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/018.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/021.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/021.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/017.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/020.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/020.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/016.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/013.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/013.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/015.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/019.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/014.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/014.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/023.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/026.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/026.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/027.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/008.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/008.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/010.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/010.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/009.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/009.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/012.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/012.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/003.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/002.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/002.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/001.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/001.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/007.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/007.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/007.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/004.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/005.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/006.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/011.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/011.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  考事  業  名 担当課

2,806 2,735 △ 71

(2,806) (2,735) (△ 71)

400 230 △ 170

(400) (0) (△ 400)

0 77 77

(0) (77) (77)

3,889 2,767 △ 1,122

(3,889) (2,767) (△ 1,122)

2,846 605 △ 2,241

(2,846) (605) (△ 2,241)

26,355 26,307 △ 48

(26,355) (26,307) (△ 48)

6,332 8,739 2,407

(6,332) (8,739) (2,407)

43,363 43,608 245

(42,981) (43,195) (214)

25,261 24,947 △ 314

(25,261) (24,947) (△ 314)

31,751 30,983 △ 768

(31,751) (30,983) (△ 768)

633 662 29

(633) (662) (29)

742 787 45

(742) (787) (45)

0 6,240 6,240

(0) (6,240) (6,240)

2,622 0 △ 2,622

(2,622) (0) (△ 2,622)

257,919 240,357 △ 17,562

(257,237) (239,164) (△ 18,073)

0 2,811 2,811

(0) (2,811) (2,811)

10,600 0 △ 10,600

(10,600) (0) (△ 10,600)

10,600 2,811 △ 7,789

(10,600) (2,811) (△ 7,789)

268,519 243,168 △ 25,351 　
(267,837) (241,975) (△ 25,862) 　

所属計

46 2-1-3-1 校庭等の芝生化補助金事業 まちづくり推進課 　　

区まちづくり事業費計

45 2-1-3-1 区役所駐車場の改修整備 総務課 　　

31 1-2-3-3
乳幼児発達相談体制強化
事業（発達障がい者支援施
策の充実）

保健福祉課

　

44 1-2-3-3

総務課

1-2-3-3
都島区民センター管理運営
事業

42 1-2-3-3
保健福祉センター運営事務
費

保健福祉課

36 1-2-3-3 広報「みやこじま」発行事業 総務課 　　

　　

32

　　

1-2-3-3
食育からはじめる健康づく
り

区庁舎設備維持費

総務課1-2-3-3 　　

39

都島区役所運営事務費

1-2-3-3 区政運営の評価

37

　　

保健福祉課

　　

　　34

35

33 1-2-3-3
中学生からの喫煙防止教
育及び飲食店向け完全禁
煙の推進事業

保健福祉課

1-2-3-3
水辺のまちづくり（京橋～毛
馬）

総務課

区まちづくり推進費計

　　

総務課

まちづくり推進課運営事務
費

まちづくり推進課

　　

総務課

1-2-3-3

　　

43 1-2-3-3

ＩＴ基盤整備事業

情報発信充実強化事業

まちづくり推進課

　　

1-2-3-3

38 1-2-3-3

40

41

都島区民センターにおける
公衆無線LANの整備

総務課 　　

　　総務課

　　

http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/045.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/031.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/031.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/031.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/039.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/039.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/042.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/042.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/036.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/032.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/032.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/038.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/040.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/034.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/033.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/033.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/033.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/035.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/035.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/041.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/041.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/037.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/043.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000298/298682/043.pdf

