
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  27 年 度 28 年 度 増減

番号 (款-項-目) 当初① 予算② （②-①）

1,866 2,870 1,004

(1,866) (2,870) (1,004)

3,505 4,639 1,134

(3,505) (4,639) (1,134)

5,199 4,635 △ 564

(5,199) (4,635) (△ 564)

2,274 2,366 92

(2,274) (2,366) (92)

91 94 3

(91) (94) (3)

100 50 △ 50

(0) (0) (0)

36,684 36,531 △ 153

(36,684) (36,531) (△ 153)

9,874 7,365 △ 2,509

(9,874) (7,365) (△ 2,509)

2,476 2,173 △ 303

(2,476) (2,173) (△ 303)

1,362 1,270 △ 92

(1,362) (1,270) (△ 92)

1,385 337 △ 1,048

(1,385) (337) (△ 1,048)

9,412 13,767 4,355

(9,412) (13,767) (4,355)

137 137 0

(137) (137) (0)

2,904 2,905 1

(2,904) (2,905) (1)

805 829 24

(805) (829) (24)

194 209 15

(194) (209) (15)

69 78 9

(69) (78) (9)

20 20 0

(20) (20) (0)

810 697 △ 113

(810) (697) (△ 113)

2,735 2,738 3

(2,735) (2,738) (3)

230 230 0

(0) (0) (0)

300 300 0

(0) (0) (0)

940 721 △ 219

(940) (721) (△ 219)

605 454 △ 151

(605) (454) (△ 151)

166 156 △ 10

(166) (156) (△ 10)

4,203 4,067 △ 136

(4,203) (4,067) (△ 136)

1,230 350 △ 880

(1,080) (350) (△ 730)

2,382 1,699 △ 683

(2,382) (1,699) (△ 683)

837 826 △ 11

(837) (826) (△ 11)

26 2-3-3

27 2-3-3

28 2-3-3

29 2-3-3

21 2-3-3

22 2-3-3

23 2-3-3

24 2-3-3

25 2-3-3

16 2-3-3

17 2-3-3

18 2-3-3

19 2-3-3

20 2-3-3

11 2-3-3

12 2-3-3

13 2-3-3

14 2-3-3

15 2-3-3

6 2-3-3

7 2-3-3

8 2-3-3

9 2-3-3

10 2-3-3

1 2-3-3

2 2-3-3

3 2-3-3

4 2-3-3

5 2-3-3

　　

　　

区民まつり事業 まちづくり推進課 　　

　　

人権啓発推進・人権相談事
業

まちづくり推進課

　　

クリーン３大作戦 まちづくり推進課 　　

　　

路上喫煙対策事業 まちづくり推進課

交通安全運動関係事業 まちづくり推進課

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

新たな地域コミュニティ形成
支援事業

まちづくり推進課

防犯対策事業 まちづくり推進課

地域防災活動活性化事業 まちづくり推進課 　　

区防災対策事業 まちづくり推進課

　　

食育からはじめる健康づく
り

　　

保健福祉課

保健福祉課

　　

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

　　子育て支援事業

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 　　

成人の日のつどい事業

　　

まちづくり推進課

　　

　　

　　

生涯学習推進事業

小学生やる気アップ学習支
援事業

保健福祉課

保健福祉課

臨床心理士による福祉相
談

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

学校体育施設開放事業 まちづくり推進課

保健福祉課

保健福祉課

水辺のまちづくり（京橋～毛
馬）

総務課

保健福祉課
地域福祉コーディネート事
業

保健福祉課

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

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）

認知症啓発事業～みやっこ
シニアいきいき大作戦～

まちづくり推進課

まちづくり推進課 　　青少年育成推進事業

中学生ネパールとのWeb交
流事業

http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2808.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2811.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2811.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2822.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2822.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2822.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2804.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2805.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2806.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2807.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2807.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2803.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2802.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2801.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2821.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2821.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2820.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2820.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2820.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2825.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2823.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2823.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2829.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2809.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2826.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2826.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2814.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2814.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2810.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2824.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2824.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2812.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2812.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2813.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2813.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2815.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2817.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2817.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2817.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2818.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2818.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2819.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2819.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2816.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2816.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2828.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2827.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2827.pdf


(単位：千円)

通し 科目  27 年 度 28 年 度 増減

番号 (款-項-目) 当初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

2,823 2,803 △ 20

(2,823) (2,803) (△ 20)

26,729 26,393 △ 336

(26,729) (26,393) (△ 336)

2,383 2,392 9

(2,383) (2,392) (9)

39,106 41,031 1,925

(39,106) (41,031) (1,925)

662 543 △ 119

(662) (543) (△ 119)

787 731 △ 56

(787) (731) (△ 56)

43,608 40,018 △ 3,590

(43,195) (39,553) (△ 3,642)

24,947 27,266 2,319

(24,947) (27,266) (2,319)

200 0 △ 200

(200) (0) (△ 200)

77 0 △ 77

(77) (0) (△ 77)

6,240 0 △ 6,240

(6,240) (0) (△ 6,240)

2,811 0 △ 2,811

(2,811) (0) (△ 2,811)

243,168 233,690 △ 9,478

(241,975) (232,645) (△ 9,330)

243,168 233,690 △ 9,478

(241,975) (232,645) (△ 9,330)

41 2-3-3

所属計

区まちづくり推進費計

36 2-3-3

37 2-3-3

38 2-3-3

39 2-3-3

40 2-3-3

31 2-3-3

32 2-3-3

33 2-3-3

34 2-3-3

35 2-3-3

30 2-3-3 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

都島区民センターにおける公
衆無線LANの整備

総務課

広報「みやこじま」発行事業 総務課 　　

　　

　　

区庁舎設備維持費

保健福祉課

総務課

区役所駐車場の改修整備

保健福祉センター運営事務
費

都島区民センター管理運営
事業

まちづくり推進課

　　

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

区政運営の評価

都島区役所運営事務費

区役所待合スペースにおけ
るキッズ見守り事業

保健福祉課

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 　　

　　

　　

総務課

　　

　　

　　

　　

　　

http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2834.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2834.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2831.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2836.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2835-2.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2835-2.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2837.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2837.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2830.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2833.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2832.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/miyakojima/cmsfiles/contents/0000341/341322/2832.pdf

