
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)

通し 科 目 3 年 度 4 年 度 増  減

番号 (款-項-目) 当 初 ① 予 算 ② （② - ①）

1,272,742 1,251,780 △ 20,962

(1,272,742) (1,251,780) (△ 20,962)

1,272,742 1,251,780 △ 20,962

(1,272,742) (1,251,780) (△ 20,962)

23,103 23,297 194

(23,103) (23,297) (194)

15,540 15,502 △ 38

(15,540) (15,502) (△ 38)

8,830 8,758 △ 72

(8,830) (8,758) (△ 72)

351 393 42

(351) (393) (42)

3,277 3,123 △ 154

(3,277) (3,123) (△ 154)

130 261 131

(130) (261) (131)

9,186 9,453 267

(9,186) (9,453) (267)

515 206 △ 309

(173) (70) (△ 103)

4,346 1,330 △ 3,016

(4,346) (1,330) (△ 3,016)

1,430 1,430 0

(1,430) (1,430) (0)

6,970 6,912 △ 58

(6,970) (6,912) (△ 58)

414 430 16

(414) (430) (16)

13,572 3,896 △ 9,676

(13,022) (3,896) (△ 9,126)

787 880 93

(787) (880) (93)

6,930 5,627 △ 1,303

(6,930) (5,627) (△ 1,303)

448 448 0

(448) (448) (0)

184 181 △ 3

(184) (181) (△ 3)

119 92 △ 27

(119) (92) (△ 27)

2,607 2,710 103

(2,607) (2,710) (103)

322 332 10

(322) (332) (10)

500 406 △ 94

(500) (406) (△ 94)

1,745 1,730 △ 15

(1,745) (1,730) (△ 15)

1,215 1,588 373

(1,215) (1,259) (44)

763 763 0

(763) (763) (0)

191 179 △ 12

(191) (179) (△ 12)

771 672 △ 99

(771) (672) (△ 99)

69 62 △ 7

(69) (62) (△ 7)

17 2-3-3 青少年健全育成推進事業 市民協働課

16 2-3-3 地域安全防犯カメラ設置事業 市民協働課

職員費計

事  業  名 担 当 課 備  考

1 2-3-1 浪速区役所職員の人件費 総務課 　　

2 2-3-3 地域活動事業 市民協働課 　　

3 2-3-3
新たな地域コミュニティ支援
事業

市民協働課 　　

4 2-3-3 コミュニティ育成事業 市民協働課 　　

5 2-3-3 区政会議運営事業 総務課 　　

6 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 　　

7 2-3-3 地域保健福祉推進事業 保健福祉課 　　

8 2-3-3 地域福祉コーディネート事業 保健福祉課 　　

9 2-3-3
専門的家庭訪問支援事業
の拡充

保健福祉課 　　

2-3-3 成人の日記念のつどい事業 市民協働課 　　

10 2-3-3 浪速区子育て支援事業 保健福祉課 　　

11 2-3-3
ワンオペ育児世帯へのアプ
ローチ事業

保健福祉課 　　

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

18 2-3-3 子どもの防犯力アップ事業 市民協働課

14 2-3-3 災害対策事業 市民協働課 　　

15 2-3-3
安全・安心なまちづくり推進
事業

市民協働課

12 2-3-3
児童虐待ゼロ対策　就学前
児童サポート事業

保健福祉課 　　

13

19 2-3-3 交通事故をなくす運動事業 市民協働課 　　

20 2-3-3 自転車利用適正化事業 市民協働課 　　

21 2-3-3 緑化推進支援事業 総務課 　　

22 2-3-3 なにわの魅力創出事業 総務課 　　

23 2-3-3 人権啓発推進事業 市民協働課 　　

24 2-3-3 学校体育施設開放事業 市民協働課 　　

25 2-3-3
「小学校区教育協議会-は
ぐくみネット-」事業

市民協働課 　　

26 2-3-3 浪速子ども球技大会 市民協働課 　　

27 2-3-3 生涯学習推進事業 市民協働課 　　

28 2-3-3
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 　　
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会計名　　一般会計　　 所属名　浪速区役所　

(単位：千円)

通し 科 目 3 年 度 4 年 度 増  減

番号 (款-項-目) 当 初 ① 予 算 ② （② - ①）
事  業  名 担 当 課 備  考

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

15,779 12,627 △ 3,152

(15,779) (12,627) (△ 3,152)

1,082 1,315 233

(1,082) (1,315) (233)

2,376 2,765 389

(2,376) (527) (△ 1,849)

15,025 9,939 △ 5,086

(14,770) (9,786) (△ 4,984)

57,875 58,852 977

(56,883) (57,876) (993)

26,941 23,647 △ 3,294

(25,878) (23,082) (△ 2,796)

37,102 37,607 505

(37,102) (37,607) (505)

1,315 1,346 31

(1,315) (1,346) (31)

51,787 57,329 5,542

(51,787) (57,329) (5,542)

664 715 51

(490) (607) (117)

86 85 △ 1

(86) (85) (△ 1)

0 933 933

(0) (933) (933)

114 0 △ 114

(114) (0) (△ 114)

314,461 297,821 △ 16,640

(311,085) (293,316) (△ 17,769)

0 241 241

(0) (241) (241)

0 241 241

(0) (241) (241)

1,587,203 1,549,842 △ 37,361 　

(1,583,827) (1,545,337) (△ 38,490) 　

42 16-1-1 使用料の還付金 市民協働課

還付金計

区まちづくり推進費計

37 2-3-3
区役所住民情報業務等民
間委託

窓口サービス課

38 2-3-3
保健福祉センター事業用経
費

41 2-3-3
教育・学習支援事業関係事務
費

市民協働課

保健福祉課

39 2-3-3 福祉事務所運営費 保健福祉課

40 2-3-3
国産木材を活用した来庁者
用備品等整備事業

保健福祉課

所属計 　

29 2-3-3 広聴広報事業 総務課 　　

30 2-3-3 区民アンケート事業 総務課 　　

31 2-3-3 まちづくり活性化事業 総務課 　　

32 2-3-3 浪速まなび支援事業 市民協働課

33 2-3-3 区庁舎設備維持費 総務課

34 2-3-3
区役所附設会館等管理運
営業務

市民協働課

35 2-3-3 区役所管理運営費 総務課

36 2-3-3 協働事業関係事務費 市民協働課
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