
予算事業一覧

会計名　　一般会計　　 所属名　　浪速区役所　

(単位：千円)

元 年 度 2  年 度 増  減

当 初 ① 算 定 ② （② - ①）

19,819 23,103 3,284

(19,819) (23,103) (3,284)

13,025 15,270 2,245

(13,025) (15,270) (2,245)

9,092 8,830 △ 262

(9,092) (8,830) (△ 262)

413 348 △ 65

(413) (348) (△ 65)

614 601 △ 13

(614) (601) (△ 13)

2,863 3,291 428

(2,863) (3,291) (428)

153 511 358

(153) (511) (358)

8,957 9,186 229

(8,957) (9,186) (229)

0 828 828

(0) (276) (276)

4,381 5,212 831

(4,381) (5,212) (831)

0 1,525 1,525

(0) (1,525) (1,525)

0 6,957 6,957

(0) (6,957) (6,957)

404 414 10

(404) (414) (10)

3,609 3,982 373

(3,298) (3,671) (373)

1,703 1,447 △ 256

(1,703) (1,447) (△ 256)

6,930 7,209 279

(6,930) (7,209) (279)

448 448 0

(448) (448) (0)

337 177 △ 160

(337) (177) (△ 160)

63 124 61

(63) (124) (61)

2,687 2,683 △ 4

(2,687) (2,683) (△ 4)

398 322 △ 76

(398) (322) (△ 76)

734 573 △ 161

(734) (573) (△ 161)

1,645 1,743 98

(1,645) (1,743) (98)

1,260 1,264 4

(1,260) (1,264) (4)
学校体育施設開放事業 市民協働課

人権啓発推進事業 市民協働課

　　

子どもの防犯力アップ事業 市民協働課

緑化推進支援事業 総務課 　　

なにわの魅力創出事業 総務課

交通事故をなくす運動事業 市民協働課

市民協働型自転車利用適正
化事業

市民協働課

総務課 　　

まちをよくする活動補助金事
業

総務課

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

地域保健福祉推進事業 保健福祉課 　　

区政会議運営事業

ワンオペ育児世帯へのアプ
ローチ事業

保健福祉課

児童虐待ゼロ対策　就学前児
童サポート事業

保健福祉課

地域活動事業 市民協働課

新たな地域コミュニティ支援事
業

市民協働課

コミュニティ育成事業 市民協働課

災害対策事業 市民協働課

安全・安心なまちづくり推進事
業

市民協働課

地域安全防犯カメラ設置事業 市民協働課

青少年非行防止活動事業 市民協働課

（様式4）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

事  業  名 担 当 課 備  考

地域福祉コーディネート事業 保健福祉課

浪速区子育て支援事業 保健福祉課

専門的家庭訪問支援事業の
拡充

保健福祉課 　　

成人の日記念のつどい事業 市民協働課
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810 769 △ 41

(810) (769) (△ 41)

181 182 1

(181) (182) (1)

310 427 117

(310) (427) (117)

900 879 △ 21

(900) (879) (△ 21)

69 69 0

(69) (69) (0)

16,221 18,763 2,542

(16,221) (18,763) (2,542)

712 1,050 338

(712) (1,050) (338)

5,118 4,703 △ 415

(1,752) (206) (△ 1,546)

8,329 2,694 △ 5,635

(8,329) (2,694) (△ 5,635)

19,820 15,025 △ 4,795

(19,559) (14,770) (△ 4,789)

61,859 57,881 △ 3,978

(60,978) (56,852) (△ 4,126)

41,530 42,088 558

(33,896) (38,566) (4,670)

38,197 38,009 △ 188

(38,197) (38,009) (△ 188)

269 929 660

(269) (929) (660)

48,318 48,762 444

(48,318) (48,762) (444)

491 477 △ 14

(491) (477) (△ 14)

93 87 △ 6

(93) (87) (△ 6)

2,368 0 △ 2,368

(2,368) (0) (△ 2,368)

482 0 △ 482

(482) (0) (△ 482)

325,612 328,842 3,230 　

(313,159) (318,676) (5,517) 　

区庁舎設備維持費 総務課 　　

「小学校区教育協議会-はぐく
みネット-」事業

市民協働課 　　

浪速子ども球技大会 市民協働課

浪速区における生涯学習推進
事業

市民協働課

ミナミエリアの回遊性向上に向
けた新今宮駅北側まちづくり
ビジョン策定事業

総務課

総務課

区民アンケート事業 総務課 　　

まちづくり活性化事業 総務課

浪速まなび支援事業 市民協働課

　　

生涯学習ルーム事業 市民協働課

PTA・社会教育関係団体対象
人権・家庭教育学習会助成事
業

市民協働課

広聴広報事業

発達障がいサポート事業 市民協働課

区役所管理運営費 総務課 　　

市民協働課 　　

区役所附設会館等管理運営
経費

市民協働課

保健福祉センター事業用経費 保健福祉課

福祉事務所運営費 保健福祉課 　　

協働事業関係事務費 市民協働課

区役所住民情報業務等民間
委託

窓口サービス課

所属計 　

浪速図書館を活用したこども
の居場所づくり推進事業
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事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・地域活動周知チラシ

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

2,814

・活動費補助金
（補助率：活動経費の50％+みなし人件費加算：物件費×50％×50％）

・運営費補助金
（補助限度額：活動費補助金の交付額の25%（25%に相当する額が50
万円に満たない場合が当該額。活動費補助金の交付額が100万円
未満である場合は、活動費補助金の交付額の50%））

2,882

16,754 20,289

183 0

事業の通し番号 事業名 地域活動事業

　特定の分野ではなく、防犯・防災、子ども・青少年、福祉など広く地域のまちづくり全般を活動
対象とする地域活動協議会は、特定分野の活動団体の活動対象とならない活動分野を補完し
ながら地域経営を行う準行政的機能を有しており、同協議会のもとで行われる公益性のある活
動に対して補助を行うことで、自律的な地域運営を促進し、地域コミュニティの醸成・地域住民
の福祉の増進を図る。

合計 19,819 23,103



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

合計 13,025 15,270

事業の通し番号 事業名 新たな地域コミュニティ支援事業

　各種地域団体や企業、NPO等、多様な主体が、地域社会の将来像を共有しながらそれぞれ
特性を発揮し、校区等地域におけるさまざまな地域課題に取り組むため、民間の専門的な知
識やノウハウを幅広く活かす観点から、多様な機能や特性を持った中間支援組織を活用して、
自律的な地域運営の仕組みづくりを支援する。

・事業者選定委員会

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

・新たな地域コミュニティ支援事業業務委託料 12,920 15,166

105 104



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 報償費

・人件費

・事業費

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 コミュニティ育成事業

浪速区における、区民相互の心のふれあう連帯感と、わがまち意識の高揚をめざし、地域文化
の向上を図り、区民誰もが楽しめる、明るく健康的な事業を展開することを目的とする。

74 99

5,760 3,440

3,258 5,291

合計 9,092 8,830



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 区政会議運営事業

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 区政会議運営事業

区が実施する事業について評価・見直し等の意見を頂き、予算や施策・事務事業に反映する仕
組みとしての会議を運営することを目的とする。

413 348

合計 413 348



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・

・

・

合計 614 601

0

101

500 500

2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 まちをよくする活動補助金事業

　行政だけでは対応が困難な多様化した地域課題に対して、地域で活動している各種団体や
NPO等から広く事業提案を求め、その事業を補助することで、地域住民自らによる地域課題解
決の仕組みを構築することを目的とする。

地域課題解決に向けた地域で活動している各種
団体等からの事業提案の選定費用

地域課題解決に向けた地域で活動している各種
団体等からの事業提案への補助金（補助率
50％）
関係連絡先調整等（市内・近接地出張）

事業内容 元年度当初

99

15



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

合計 2,863 3,291

・非常勤嘱託職員（臨床心理士等）の人件費等

事業の通し番号 事業名 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）

　発達障がいのある子どもと養育者が、速やかに診断や医療につながる相談を受けることがで
き、早期の療育や適切な保育・教育等につながるまで専門的な支援のもとに安心して育児がで
きるよう、区保健福祉センターにおいて臨床心理士等専門職を長期的・安定的に確保し、早期
の段階で継続的な相談支援を実施する。

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

2,863 3,291



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 地域保健福祉推進事業

　地域保健福祉の担い手の発掘・育成、講演会等の実施を通じて、区民が共に支え合い、誰
もがいきいきと健康で暮らせるまちづくりの実現を目的とする。
  外国人母子への相談業務にあたり、言葉の壁による意思疎通面での困難を軽減し、円滑か
つ的確な相談支援に資することで、外国籍住民の方へのサービス向上を図る。
　母子健康相談業務にかかる周知広報を強化するとともに、相談環境の整備や相談用物品の
充実により市民ニーズに対応した事業運営を図る。

・健康啓発・地域福祉活動の推進 139 137
・要保護児童対策地域協議会の運営 14 14
・外国人母子の支援 - 142

合計 153 511
・相談支援の充実 - 218



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 地域福祉コーディネート事業

合計 8,957 9,186

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

8,957 9,186

事業の通し番号 事業名 地域福祉コーディネート事業

　だれもが自分らしく安心して暮らし続けられる地域づくりを進めるためには、地域住民同士の
繋がり、安心できるご近所等との繋がりによって社会からの孤立感を解消する仕組みが必要で
ある。地域の見守り活動などの繋がりづくりや身近な相談窓口としての機能を担うコーディネー
ターを区内各地域に配置し地域福祉の推進を図る。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 専門的家庭訪問支援事業の拡充

　こども青少年局所管の養育支援訪問事業（うち専門的家庭訪問支援事業）において、生後28
日以内の新生児及び3か月児健診までの乳児については、対象児とその保護者のいる全家庭
への保健指導を行っているが、3か月健診以降も1歳6か月頃までは家族計画や成長段階に合
わせた育児手技等、引き続きの保健指導を要望されることが多い。そのため、助産師による専
門的家庭訪問を生後1年6か月までに延長することで、保護者の育児不安の解消や乳児の健
全な育成を図る。

・専門的家庭訪問支援事業延長にかかる委託料 - 828
-

合計 0 828

-



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

合計 4,381 5,212

・「子育てつどいのひろば」マット取替

・子育て支援施設の情報提供

・外国語を母語とする保護者への支援

・4歳児就学前アンケート

0 899

161 163

121 104

82 88

・子育て支援拠点業務

事業の通し番号 事業名 浪速区子育て支援事業

　人口異動が激しく地域のつながりが希薄である、外国語を母語とする保護者が多いという当
区事情をふまえ、妊娠期～乳幼児期までの孤立しがちな子育て層に、出会いやふれあいの場
を提供する。また、子育てに関する情報を理解しやすく届けることにより、子育てに対する不安
や負担感を軽減する。

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

4,017 3,958



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ ワンオペ育児世帯等へのLINE＠を利用した情報発信事業

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 ワンオペ育児世帯へのアプローチ事業

ひとり親世帯比率が市内でも高く、かつ転出入率も極めて高い浪速区においては、ワンオペ
レーション育児で、地域や周囲に頼る術を知らず、一人ですべてを担い、日々の生活に余裕の
ないことが、育児放棄（ネグレクト）といった虐待の温床となり得る。その負の連鎖を断つには、
行政からの一方的な情報発信だけではなく、当事者が共感できるようなアプローチが必要と考
えられる。社会からの孤立感を解消するツールとして、子育て層に身近な「LINE@」を使い、情
報発信だけでなく、当事者同士の繋がりづくりのきっかけを作っていく。

0 1,525

合計 0 1,525



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 就学前児童サポートにかかる人件費等

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

6,957

事業の通し番号 事業名 児童虐待ゼロ対策　就学前児童サポート事業

　当区の虐待相談では、就学前児童に対して保護者が充分な育児を行えていないネグレクト事
案が多い。
　事態改善のための具体的な支援を行うため、区に専門の職員を配置し、健診未受診者、外
国人児童で就学手続きを行っていない児童やその保護者への働きかけを通して困りごとの把
握に努めるほか、保健師や保育所・幼稚園等が発見した困りごとに対し、困りごとをかかえた
世帯への福祉的支援を行い、児童虐待の未然防止や重篤化の防止に努める。

合計 0 6,957



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 会場使用料等（会場費・音響費等）

・ 郵送料(新成人あて)

・ ポスター印刷費

合計 404 414

47 48

0 15

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

357 351

事業の通し番号 事業名 成人の日記念のつどい事業

　『成人の日記念のつどい』を開催することにより、社会人になったことで社会的責任についての
自覚を促し、また自立した生活する青年を祝い、励ますことを目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 訓練及び備蓄物資拡充消耗品費

・防災マップ等印刷費

・訓練案内状送付等通信運搬費

・ ボランティア保険料

・ デジタル簡易無線機電波使用料

合計 3,609 3,982

19 24

90 90

143 137

2,588 2,887

769 844

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 災害対策事業

　広く地域住民の交流を深めつつ、大規模災害の発生時における避難行動時や災害時避難所
開設時に必要となる知識と技術を習得し、減災に繋げられるよう防災意識の向上を図ることを
めざす。
　また、災害時における地域での自主防災活動を支援するため、自主防災組織と連携しなが
ら、救出用資機材、備蓄物資の配備、拡充を図るとともに、自主防災活動の中核を担う地域防
災リーダーを組織、育成することを目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 防犯キャンペーン及び啓発物品
・地域美化活動用物品
・落書き消去活動用物品
・安対用作業服
・安対用作業服ロゴ印刷
・防犯カメラ電気料金
・青色防犯パトロールカーの運用
・自転車修繕費
・携帯電話通信通話料及び郵便料
・損害保険料
・空家等対策関係経費（区民意識調査実施）
・ 防犯カメラ添架料及び駐車料金
・重量税

606 247
18 0
528 538
43 44
39 40
197 197

合計 1,703 1,447

141
20 18

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

0 5

91 91
15 41

36 31

62

48 54

事業の通し番号 事業名 安全・安心なまちづくり推進事業

　地域安全パトロールや街頭犯罪撲滅キャンペーンを実施し、犯罪、事故等の未然防止及び抑
止力となることを目的とする。
　また、犯罪等を誘発する可能性がある落書きの清掃を地域主体で実施できるよう体制を整え
ることや、地域で自主的に実践している防犯活動を広く区内に広める機会を設けること、ＮＮＰ
（なにわ・なでしこ・パトロール隊）といった活動等の展開により、地域における「安全・安心のま
ちづくり」に繋げることを目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 防犯カメラ設置

・地域安全防犯カメラ用パソコン購入

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 地域安全防犯カメラ設置事業

　浪速区の街頭犯罪発生件数は、過去は市内ワースト１であったが徐々に減少傾向にある。
　地域住民が自主的に防犯パトロールを実施したり、防犯カメラを設置するなどにより地域防犯
力の向上をめざして取り組んでいるものの、地域住民に委ねるには限界があり、地域の犯罪抑
止力の強化にむけて取り組む必要がある。
　犯罪の多発する地域などに地域団体等が管理運営を行うことを条件として、防犯カメラを設
置することで、凶悪犯罪の多い深夜帯にも対応できるよう、24時間、犯罪の抑止力を高め、子
どもの安全も含めて街頭犯罪の発生しにくいまちづくりをすすめることを目的とする。

6,930 6,930

0 279

合計 6,930 7,209



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 青少年指導員の委嘱に基づく活動経費

・ 青少年福祉委員の委嘱に基づく活動経費

合計 448 448

事業の通し番号 事業名 青少年非行防止活動事業

　子どもたちを取り巻く様々な問題について学習する機会を提供することで、青少年指導員の資
質の向上を図り、また、危険箇所の把握などの諸活動を行い、地域における青少年非行を未然
に防止し、青少年の健全な育成を図る。

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

388 388

60 60



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ こども110番の家事業　協力者用プレート作成など

・見守りシステム定点感知器　運用監視業務委託

合計 337 177

20 177

317 0

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 子どもの防犯力アップ事業

　「こどもの110番の家」事業は、浪速区の次世代を担う青少年の健全育成に関心を持つ家庭
や店舗、事業所の協力のもと、安全で安心なまちづくりに寄与し、子どもが万一危険に遭遇した
際に身を守ることができることを目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 交通安全啓発実施

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 交通事故をなくす運動事業

　日々深刻化する交通情勢に対処し、事故発生を防止して明るく住みよい地域社会をつくるた
め区内官公署・各種団体の協力のもとに、街頭交通指導等を行い区民が一体となって「交通事
故をなくす運動」を強力に推進し、交通事故防止をめざす。

63 124

合計 63 124



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 有償啓発指導員経費

・浪速区自転車対策協議会運営

合計 2,687 2,683

2,562 2,607

125 76

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 市民協働型自転車利用適正化事業

有償啓発指導員による日々の街頭指導・整理及び浪速区自転車対策協議会による街頭啓発
等により、浪速区内における適正な自転車利用の推進ならびに放置自転車台数の削減をすす
め、市民の安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 栽培用消耗品等

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 緑化推進支援事業

　緑化推進ボランティアによる区内の緑化推進のため、植物の苗を種から育て公共施設等に
植え付け管理する運動を支援するとともに、様々な施設への植物の設置を促進し、花と緑があ
ふれるまちづくりを進める。
　それと同時に、幅広い世代にボランティアを募り、この活動を区内全域に広めることで、地域
の活性化とコミュニティの醸成を図る。
　本事業を通じて、住民の居住地域への愛着を促し、まちの美観意識向上による環境美化をめ
ざす。

398 322

合計 398 322



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ イベント事業経費

・他都市交流等旅費

・消耗品費・郵送費

・公園活用事業企画提案審査会報償金

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 なにわの魅力創出事業

浪速区が有するさまざまな地域資源やネットワークを活用し、「なにわの日」をはじめとする諸
事業を地域や企業との連携により取り組み、「このまちで活動したい、住みたい・住み続けた
い」意欲の促進に繋げることを目的とする。

452 422

50 42

133 10

99 99

合計 734 573



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 人権啓発推進員・人権啓発推進協議会研修等

・落書き一掃運動

・ふれあいセミナー

・ こどもカーニバル

・人権展

・人権を考える区民のつどい

・啓発物品(憲法週間、区民まつり等)

・人権週間啓発物品

・その他経費

329

79

事業内容 元年度当初 2年度算定

53 35

20 20

備　考

事業の通し番号 事業名 人権啓発推進事業

市民一人ひとりの人権意識の普及・高揚をはかり差別や偏見のない人権尊重の明るいまちづ
くりを推進する。

95 96

29 29

893 907

合計 1,645 1,743

97 118

102 130

277

79



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 学校体育施設開放事業費（消耗品等）

・

・

・

・

・

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 学校体育施設開放事業

　市立学校等の体育施設等を、学校教育に支障のない範囲で地域に開放することで、地域住民
に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供することを目的とする。
　また、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進を図ることで、住民の健康・体力の
維持増進、生涯スポーツの振興、教育コミュニティづくりに寄与する。

1,260 1,264

合計 1,260 1,264



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ はぐくみネット事業費

合計 810 769

810 769

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業

　地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたち
の「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地
域における人と人とのつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進すること
を目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ ボール等消耗品費

・会議案内等郵送費

合計 181 182

155 155

26 27

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 浪速子ども球技大会

球技大会を通じて、区内の児童･生徒･保護者が交流を深め、お互いの人権が尊重される社会
の確立をめざして、｢人権啓発」｢人権教育｣｢自己実現」を基調とした仲間づくりを行い、青少年
の健全育成を図る。また、区内の各種団体･学校など関係機関の連携を図り、人権尊重の地域
コミュニティの形成を図る。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 自律と協働の生涯学習の推進

・ その他事務費

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 浪速区における生涯学習推進事業

　生涯学習大阪計画に基づき、区域において区役所が、区民の生涯学習活動の総合的な支援
を進める取り組みを行い、地域の生涯学習ネットワークを構築して市民による生涯学習のまちづ
くりを推進する。

54 55

256 372

合計 310 427



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 生涯学習ルーム講座開設（講師謝礼）

・ 運営事務費（消耗品等）

合計 900 879

540 360

360 519

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 生涯学習ルーム事業

　市内の小学校の特別教室等を活用し、地域住民に身近で、自主的な講習・講座等の学習機
会や、文化・学習活動、交流の場の提供を図り、地域における学習活動の振興に資するととも
に、学びを通じた地域住民間の交流を促進することにより、コミュニティづくりに寄与することを目
的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 講演会・研修会にかかる講師謝礼

合計 69 69

備　考

.

事業の通し番号 事業名
PTA・社会教育関係団体対象人権・家庭教育学習会助成
事業

ＰＴＡをはじめとする社会教育関係団体の会員が、自らの人権意識を高めるとともに、地域にお
ける啓発指導者としての役割や家庭教育の充実についての認識を深めることを目的とした講演
会・研修会に対し、経費助成を行うことにより、広く市民に人権問題や家庭教育問題に対する認
識を深めてもらう。

69 69

事業内容 元年度当初 2年度算定



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 広聴広報事業関連経費

・企画調整担当一般事務費

合計 16,221 18,763

15,787 18,368

434 395

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 広聴広報事業

　区民から寄せられる区政に関する苦情・要望・意見などを受け付け、施策への反映に繋げる
とともに、区の広報紙の発行・区のホームページ、ＳＮＳによる情報発信及び区庁舎内の区民
情報コーナーの管理運営を行うことで、区役所や関係部署が行う取り組みや地域の情報など
を、多様な区民に正確に情報提供することを目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 区民アンケート事業
・ 成果目標評価アンケート（市民局実施）

事業内容 元年度当初 2年度算定

事業の通し番号 事業名 区民アンケート事業

区のPDCAサイクルの確立・進捗管理のため、行政と普段接点がない区民の方が気軽に意見を
述べることができるようアンケートを実施し、区民の区政への参画の裾野を広げるとともに、区民
ニーズ・評価について傾向を把握し、区の運営方針や事業改善に反映する情報として活用する
ことを目的とする。また、アンケート結果を踏まえた各区役所間の切磋琢磨を促進し、区政運営
のより一層の充実を図ることを目的とする。

備　考

265 575
447 475
.

合計 712 1,050



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 未利用地売却

・高架下道路用地活用

・ まちづくり活性化事業にかかる事務費

・商品化作業経費

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 まちづくり活性化事業

　浪速区内に点在する未利用地を活用し、まちに必要となる機能を誘致することで、住宅施設
の充実とともに、賑わいのまちづくりと利便性の高い居住空間のコラボレーションによる日常的
な賑わい創出を図り、また、人が集い、人が育つ、新たな地域コミュニティを創出するなど、子
育て世代の定住促進を図ることを目的とする。
　　また、大規模宿泊施設の開業など、今後さらなる来街者の増加がみこまれる新今宮駅北側
において、まちづくりビジョンに基づくおもてなし環境づくりを進める。

320 209

0 99

11 8

4,787 4,387

合計 5,118 4,703



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・新今宮駅北側まちづくりビジョン印刷経費 0 458

合計 8,329 2,694

・有識者報酬等報償金 545 66

・新今宮駅北側まちづくりビジョン策定に向けた調
査・検討業務

7,784 2,170

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名
ミナミエリアの回遊性向上に向けた新今宮駅北側
まちづくりビジョン策定事業

  来阪旅行者の宿泊拠点として発展する新今宮駅周辺地区は、大阪都市魅力創造戦略2020
で重点地区と位置づける環境拠点「難波周辺地区」「天王寺阿倍野地区」から隣接徒歩圏内と
いう好立地であることから、重点2地区と一体となった回遊性の向上など賑わいあふれるまち
づくりの方向性（ビジョン）を早期に策定することで、当該地区の環境課題に対応し、民間事業
者が周囲の開発に投資しやすい環境を整備することを目的とする。また、大阪都市魅力創造
戦略2020の重点取組である重点2地区の魅力向上にも寄与する。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 浪速まなび支援事業

合計 19,820 15,025

19,820 15,025

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 浪速まなび支援事業

　子どもの生活に関する実態調査であきらかとなった、学習意欲の低さや学校の授業以外の学
習時間の少なさといった課題に対応するために、平日の放課後に小学校の空き教室等を活用
し、委託する民間事業者により配置される指導員が見守り、宿題などの自主学習ができる環境
を整備する。これにより、児童の学校の授業以外の学習時間の確保を図るとともに、自主的に
学習する習慣を身につけることができるよう支援する。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 区庁舎にかかる部品等購入経費
・ 区庁舎にかかる光熱水費
・ 庁舎修繕費
・ 区庁舎設備保守点検経費
・ 庁舎清掃等区庁舎維持管理経費
・ 宿直用寝具借入

・
民間資金型ＥＳＣＯによる空調等改修にむけた事
業者選定等経費

0 234

合計 61,859 57,881

6,053 6,086
117 146

6,168 2,023
27,679 27,277

96 129
21,746 21,986

事業内容 元年度当初 ２年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 区庁舎設備維持費

　庁舎竣工より10年以上が経過し、庁舎・各設備において経年劣化が見られることから、各種設
備等保守点検及び修繕業務を実施し、区庁舎設備の維持管理を行うことを目的とする。また、
清掃業務等を実施し、庁舎美化に努め、来庁者・職員ともに快適と感じる環境を整えることを目
的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 人件費

・施設管理費

・事務費

・光熱水費

・諸経費

・役務費

・需用費（事務用品・修繕費）

・ 備品購入費

・解体費用

・特殊建築物等保守点検経費

・ システム経費

・改修工事

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 区役所附設会館等管理運営経費

　指定管理者制度を導入し、区役所附設会館の設置目的である市民のコミュニティ活動の拠点
としての利用率の向上、地域コミュニティの活性化、効果的な施設の管理運営を目的とする。

6,458

2,059

14,633 14,917

5,956 5,722

1,081 1,016

1,343 1,322

1,063 1,063

6,850

2,094

423 431

7,634 7,972

0

700

合計 41,530 42,088

180 0

1

700



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 会計年度任用職員報酬・交通費
・所属内研修経費
・市内等出張交通費・タクシー使用経費
・事務用品等購入経費
・庁舎備品等修理経費（パンク修理・備品修理）
・ 通信関連経費（後納郵送料・電話料・FAX）
・委託料（窓口案内員派遣）
・ 庁内PC・FAX機器使用料
・ その他使用料（NHK受信料・ケーブルTV使用料）
・ 庁舎備品・図書購入費
・庁舎防火管理者講習受講費
・臨時職員雇用経費

合計 38,197 38,009

8 8
5,134 0

100 101
340 507

2,527 2,873
6,810 8,651

117 149
4,770 4,574

306 342
3,713 2,900

14,070 17,624
302 280

事業内容 元年度当初 ２年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 区役所管理運営費

　区役所における各種業務に付随する電話料・PCリース経費・乾式複写経費などの一般管理
経費の管理・執行を行うことや、宿直員や窓口案内員の設置により、庁舎の防犯性を高め、市
民サービスの向上を図ることを目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 協働事業にかかる事務費

合計 269 929

269 929

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 協働事業関係事務費

行政の連絡調整に関する会議、区長施策要望関係事務、企画事業にかかる会議及び区内情
報の把握、各種資料等の収集整備等企画調整部門にかかる事務を円滑に進めることを目的と
する。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・業務委託料

合計 48,318 48,762

48,318 48,762

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 区役所住民情報業務等民間委託

　住民情報業務等の民間委託を行い、区民サービスの向上と効率的な業務運営をめざすこと
を目的とする。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・ 保健福祉センター（保健・そ族昆虫事業）
・旅費 市内出張旅費
・需要費 事業用文具等
・役務費 郵便料等
・公課費 重量税

・ 保健福祉センター（地域福祉業務）
・旅費 市内出張旅費
・需要費 事業用文具等
・役務費 郵便料等
・使用料 有料道路通行料

合計 491 477

73

49 43
68 52

0 34

37 37
3 3

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

243 191
43

48 44

事業の通し番号 事業名 保健福祉センター事業用経費

区保健福祉センターにおける市民相談や事業運営、ＤＶ相談への対応を円滑に行うとともに、そ
族昆虫防除の一環として、衛生害虫駆除の相談や指導啓発、効率的な駆除実践運動を推進、
そ族昆虫が媒介する感染症の発生を防止するため薬剤散布などを行い、健康で快適な生活環
境の確保を図る。



事業概要説明資料 （様式4付属資料①）

所属名　浪速区役所　

〔事業目的〕

〔事業内容・金額〕
（単位：千円）

・

合計 93 87

社会福祉士実習指導者講習会参加経費などにかかる運営事務 93 87

事業内容 元年度当初 2年度算定 備　考

事業の通し番号 事業名 福祉事務所運営費

　区保健福祉センターにおける市民相談や事業運営等を円滑に行うとともに、引き続き社会福
祉士等をめざす実習生の受入体制（受入要件：実習指導者講習会の受講）を確保することを目
的とする。


