
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)

3 年 度 4  年 度 増  減

当 初 ① 算 定 ② （② - ①）

4,577 5,969 1,392

(4,577) (5,969) (1,392)

3,219 2,614 △ 605

(3,219) (2,614) (△ 605)

5,267 4,695 △ 572

(5,267) (4,695) (△ 572)

9,178 9,233 55

(9,178) (9,233) (55)

40,712 40,317 △ 395

(40,712) (40,317) (△ 395)

2,512 2,657 145

(2,512) (2,478) (△ 34)

11,006 11,295 289

(11,006) (11,295) (289)

2,628 2,700 72

(2,628) (2,700) (72)

3,073 3,047 △ 26

(3,073) (3,047) (△ 26)

3,411 3,400 △ 11

(3,411) (3,400) (△ 11)

893 672 △ 221

(893) (672) (△ 221)

4,348 4,301 △ 47

(4,348) (4,301) (△ 47)

6,751 8,323 1,572

(6,751) (8,323) (1,572)

3,443 3,475 32

(2,296) (2,318) (22)

636 1,004 368

(344) (898) (554)

48,114 1,972 △ 46,142

(48,114) (1,924) (△ 46,190)

7,324 7,376 52

(7,324) (7,376) (52)

3,019 3,032 13

(3,019) (3,032) (13)

24,104 20,611 △ 3,493

(24,104) (20,611) (△ 3,493)

53,997 53,997 0

(53,997) (53,997) (0)

42,287 44,405 2,118

(42,287) (44,405) (2,118)

3,839 3,752 △ 87

(3,839) (3,752) (△ 87)

44,883 41,525 △ 3,358

(44,373) (41,071) (△ 3,302)

27,719 22,406 △ 5,313

(27,719) (22,406) (△ 5,313)

356,940 302,778 △ 54,162

(354,991) (300,834) (△ 54,157)
所属計

都島区民センター管理運営事業 まちづくり推進課

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 　　

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 まちづくり推進課 　　

区政評価・情報発信 総務課 　　

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

都島区小学生サポート事業 保健福祉課

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 　　

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 　　

子育て支援事業 保健福祉課

精神等障がい者への子育て支援 保健福祉課 　　

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 　　

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 　　

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 　　

安全で美しいまちづくり事業 まちづくり推進課 　　

地域コミュニティ支援事業 まちづくり推進課 　　

区民まつり事業 まちづくり推進課

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

（様式4）

事  業  名 担 当 課 備  考

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)
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