
予算事業一覧

会計名　　一般会計　　 所属名　西成区役所　

(単位：千円)

通し 科 目 元 年 度 2 年 度 増  減

番号 (款-項-目) 当 初 ① 予 算 案 ② （② - ①）

3,286,119 3,310,987 24,868

(3,286,119) (3,310,987) (24,868)

3,286,119 3,310,987 24,868

(3,286,119) (3,310,987) (24,868)

6,858 4,958 △ 1,900

(6,858) (4,958) (△ 1,900)

27,806 69,679 41,873

(13,928) (46,453) (32,525)

18,036 17,630 △ 406

(15,734) (14,906) (△ 828)

8,332 7,744 △ 588

(5,599) (5,207) (△ 392)

218 186 △ 32

(118) (121) (3)

0 8,079 8,079

(0) (8,079) (8,079)

397 757 360

(397) (757) (360)

2,986 3,264 278

(2,986) (3,264) (278)

1,155 1,222 67

(1,155) (1,222) (67)

64,515 64,515 0

(64,515) (64,515) (0)

12,423 12,313 △ 110

(12,423) (12,313) (△ 110)

700 780 80

(700) (780) (80)

1,089 846 △ 243

(673) (423) (△ 250)

0 1,903 1,903

(0) (1,903) (1,903)

12,881 10,403 △ 2,478

(6,498) (5,257) (△ 1,241)

19,256 24,296 5,040

(6,364) (12,567) (6,203)

11,827 11,391 △ 436

(11,827) (11,391) (△ 436)

409 404 △ 5

(409) (404) (△ 5)

2,000 2,000 0

(2,000) (2,000) (0)

3,900 4,313 413

(3,900) (4,313) (413)

14,263 17,977 3,714

(14,263) (17,977) (3,714)

0 8,990 8,990

(0) (8,990) (8,990)

1,731 3,160 1,429

(1,731) (3,160) (1,429)

2,054 2,075 21

(2,054) (2,075) (21)

1,674 1,674 0

(1,674) (1,674) (0)

238 238 0

(238) (238) (0)

1,030 1,030 0

(1,030) (1,030) (0)

25 2-3-3
西成情報アーカイブネット
企画運営事業

総務課 　　

26 2-3-3 緑化推進事業 市民協働課 　　

27 2-3-3 区政会議運営事業 総務課 　　

28 2-3-3 区民モニター事業 総務課

22 2-3-3
地域密着型エリアリノベー
ションビジネス促進事業

総務課
市民協働課

　　

23 2-3-3
新今宮エリアブランド向上
事業

総務課 　　

24

19 2-3-3 健康づくり事業 保健福祉課

20 2-3-3
区における人権啓発推進
事業

市民協働課 　　

21 2-3-3
薬物依存症者等サポート事
業

保健福祉課 　　

　　

11 2-3-3 地域コミュニティ支援事業 市民協働課 　　

12 2-3-3 コミュニティ育成事業 市民協働課 　　

13 2-3-3 生涯学習関係事業 市民協働課 　　

14 2-3-3 西成区地域福祉推進事業 保健福祉課 　　

15 2-3-3

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

2-3-3 西成区魅力発信事業 総務課 　　

10 2-3-3 青少年育成推進事業 保健福祉課 　　

西成つながり名簿整備支援
事業

保健福祉課 　　

16 2-3-3
西成区単身高齢生活保護
受給者の社会的つながりづ
くり事業

保健福祉課 　　

17 2-3-3
西成版サービスハブ構築・
運営事業

保健福祉課 　　

18

8 2-3-3
ＤＶ対策・児童虐待防止子
育て支援事業

保健福祉課 　　

9 2-3-3
乳幼児発達相談体制強化
事業

保健福祉課 　　

2-3-3
公共空間利用モデル構築
事業

保健福祉課 　　

6 2-3-3
西成区基礎学力アップ事業
（西成まなび塾）

保健福祉課 　　

7 2-3-3
障がいがある子どもや親の
孤立防止支援事業

保健福祉課 　　

5 2-3-3 基礎学力向上支援事業 保健福祉課 　　

3 2-3-3
西成区こども生活・まなび
サポート事業

保健福祉課

4 2-3-3 プレーパーク事業 保健福祉課

職員費計

2 2-3-3 こども食堂支援事業 保健福祉課

事  業  名 担 当 課 備  考

1 2-3-1 西成区役所職員の人件費 総務課 　　



会計名　　一般会計　　 所属名　西成区役所　

(単位：千円)

通し 科 目 元 年 度 2 年 度 増  減

番号 (款-項-目) 当 初 ① 予 算 案 ② （② - ①）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

事  業  名 担 当 課 備  考

11,199 12,295 1,096

(11,199) (12,295) (1,096)

7,066 18,062 10,996

(7,066) (14,434) (7,368)

5,617 5,952 335

(5,617) (5,952) (335)

2,545 2,545 0

(2,545) (2,545) (0)

4,670 4,561 △ 109

(4,376) (4,376) (0)

414 414 0

(414) (414) (0)

147,066 110,997 △ 36,069

(146,816) (110,997) (△ 35,819)

1,953 1,953 0

(1,953) (1,953) (0)

55,068 54,945 △ 123

(1,903) (1,900) (△ 3)

0 39,063 39,063

(0) (34,966) (34,966)

80,820 86,165 5,345

(77,753) (82,599) (4,846)

34,275 35,290 1,015

(34,275) (35,290) (1,015)

114,848 118,296 3,448

(114,843) (118,291) (3,448)

2,932 0 △ 2,932

(2,932) (0) (△ 2,932)

6,721 0 △ 6,721

(6,721) (0) (△ 6,721)

2,420 0 △ 2,420

(2,420) (0) (△ 2,420)

693,392 772,365 78,973

(597,907) (661,989) (64,082)

3,979,511 4,083,352 103,841

(3,884,026) (3,972,976) (88,950)

36 2-3-3
あいりん地域環境整備事業
(通学路安全対策)

市民協働課

34 2-3-3 空家等対策推進事業 市民協働課 　　

35 2-3-3
あいりん地域環境整備事業
(巡回・啓発等)

保健福祉課 　　

広聴・広報事業 総務課 　　

32 2-3-3 防犯対策事業 市民協働課 　　

33 2-3-3
自転車等安全利用啓発事
業

市民協働課 　　

38 2-3-3 区庁舎設備改修事業 総務課

30 2-3-3
西成特区構想エリアマネジ
メント協議会運営事業

総務課 　　

31 2-3-3 地域防災活動事業

37 2-3-3
あいりん地域を中心とした
結核対策事業

保健福祉課

市民協働課 　　

29 2-3-3

区まちづくり推進費計

41

所属計

44 2-3-3
育児休業等にかかる臨時的
任用職員経費

総務課 　　

42 2-3-3 発達障がいサポート事業 保健福祉課 　　

43 2-3-3 市有ブロック塀等の安全対策 市民協働課 　　

40 2-3-3
区役所附設会館管理運営
経費

市民協働課 　　

2-3-3 一般事務経費 総務課　他 　　

39 2-3-3 区庁舎設備維持管理経費
総務課

保健福祉課
　　


