
会計名　　一般会計　　 所属名　　都島区役所　

(単位：千円)

元 年 度 2  年 度 増  減

当 初 ① 算 定 ② （② - ①）

5,020 6,870 1,850

(5,020) (6,870) (1,850)

3,957 4,260 303

(3,957) (4,260) (303)

2,613 2,627 14

(2,375) (2,627) (252)

37,385 40,677 3,292

(37,385) (40,677) (3,292)

8,071 8,333 262

(8,071) (8,333) (262)

2,699 2,340 △ 359

(2,699) (2,340) (△ 359)

13,149 11,006 △ 2,143

(13,149) (11,006) (△ 2,143)

0 2,628 2,628

(0) (2,628) (2,628)

0 2,980 2,980

(0) (2,980) (2,980)

0 3,468 3,468

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

0 759 759

(0) (759) (759)

3,861 4,320 459

(3,484) (4,320) (836)

3,312 6,293 2,981

(3,312) (6,293) (2,981)

3,448 3,448 0

(2,299) (2,300) (1)

197 397 200

(197) (397) (200)

3,354 6,349 2,995

(3,354) (6,349) (2,995)

1,767 1,077 △ 690

(1,767) (1,077) (△ 690)

7,583 7,331 △ 252

(7,583) (7,331) (△ 252)

2,455 2,998 543

(2,455) (2,998) (543)

21,613 23,538 1,925

(21,613) (23,538) (1,925)

46,177 40,589 △ 5,588

(46,177) (40,589) (△ 5,588)

43,110 43,732 622

(43,110) (43,732) (622)

3,408 3,693 285

(3,408) (3,693) (285)

40,021 68,945 28,924

(39,549) (68,494) (28,945)

27,664 34,672 7,008

(27,664) (34,672) (7,008)

1,271 △ 1,271

(1,271) (0) (△ 1,271)

282,135 333,330 51,195 　

(279,899) (331,731) (51,832) 　

　　

助産師に学ぶベビーケア力アップ事業
～重大な児童虐待ゼロに向けて～

保健福祉課 　　

都島区民センター管理運営事業 まちづくり推進課

大阪市都島区役所住民情報業務等委託 窓口サービス課

都島区役所運営事務費 総務課　他

青少年育成推進事業

小学生学習支援事業

保健福祉課

グローバル人材育成事業 保健福祉課

保健福祉センター運営事務費 保健福祉課 　　

区庁舎設備維持費 総務課 　　

区政評価・情報発信 総務課 　　

都島区魅力発信事業 総務課 　　

淀川連絡線跡地の利活用 総務課 　　

学習環境支援事業

保健福祉課

まちづくり推進課 　　

保健福祉課

SSW（スクールソーシャルワーカー）による子ども相談
事業

保健福祉課

　

区民まつり事業 まちづくり推進課

生涯学習推進事業 まちづくり推進課

地域福祉推進事業 保健福祉課 　　

乳幼児の健やかな成長支援・健康づくり啓発事業 保健福祉課 　　

　　

地域コミュニティ支援事業 まちづくり推進課 　　

重大な児童虐待ゼロに向けた地域子育てアシスト事
業

保健福祉課 　　

要支援妊婦への訪問等支援 保健福祉課 　　

精神等障がい者への子育て支援 保健福祉課

子育て支援事業

予算事業一覧

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

所属計

（様式4）

事  業  名 担 当 課 備  考

防災活動の強化・推進事業 まちづくり推進課

防犯・交通安全対策事業 まちづくり推進課

安全で美しいまちづくり事業 まちづくり推進課
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