
予算事業一覧

会計名　 一般会計　　　 所属名　  住之江区　　　　　　　　

(単位：千円)

通し 科目  26 年 度 27 年 度 27 年 度 増減

番号 (部-款-項-目) （当初＋5月補正）① 算定② 調整③ （②-①）

0 8,838 8,838

(0) (8,838) (8,838)

0 3,141 3,141

(0) (3,141) (3,141)

0 1,620 1,620

(0) (1,620) (1,620)

0 545 545

(0) (545) (545)

1,364 1,668 304

(1,364) (1,668) (304)

1,126 1,486 360

(1,126) (1,486) (360)

5,966 6,057 91

(5,966) (6,057) (91)

5,219 5,214 △ 5

(5,219) (5,214) (△ 5)

779 559 △ 220

(779) (559) (△ 220)

187 187 0

(187) (187) (0)

1,546 4,593 3,047

(1,546) (4,593) (3,047)

873 846 △ 27

(873) (846) (△ 27)

1,030 1,013 △ 17

(1,030) (1,013) (△ 17)

1,000 471 △ 529

(1,000) (471) (△ 529)

142 133 △ 9

(142) (133) (△ 9)

2,700 2,700 0

(2,700) (2,700) (0)

2,500 2,400 △ 100

(2,500) (2,400) (△ 100)

2,000 2,000 0

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

616 540 △ 76

(616) (540) (△ 76)

271 265 △ 6

(271) (265) (△ 6)

5,760 5,587 △ 173

(5,760) (5,587) (△ 173)

314 314 0

(314) (314) (0)

80 80 0

(80) (80) (0)

114 103 △ 11

(114) (103) (△ 11)

656 656 0

(656) (656) (0)

35 39 4

(35) (39) (4)

2,806 2,679 △ 127

(2,806) (2,679) (△ 127)

69 858 789

(69) (858) (789)

37,197 40,007 2,810

(37,197) (40,007) (2,810)

13,573 10,544 △ 3,029

(13,573) (10,544) (△ 3,029)

19,367 22,646 3,279

(19,367) (22,646) (3,279)

1-2-3-3 小学生の学習意欲向上支援 政策推進室

（様式5）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

事  業  名 担当課 備  考

　　

　　

　　

　　

3 1-2-3-3
「南港スマートウェルネス」プロ
ジェクト（健康ライフ実践都市とし
ての環境整備）

政策推進室

4 1-2-3-3
南港ポートタウンの社会教育環
境の整備

2 1-2-3-3
小中一貫校設立に向けた特色
ある教育環境づくり事業（仮称）

政策推進室

1 1-2-3-3
コミュニティデザインを取り入れ
た南港ポートタウンのプロモー
ション

政策推進室

政策推進室 　　

16 1-2-3-3
地域を支えるこころのかけ橋
「ハートフルマネーすみのえ」事
業

政策推進室

政策推進室

　　

8 1-2-3-3 発達障がいサポート事業 保健福祉課 　　

7 1-2-3-3 こども学習サポート事業 政策推進室 　　

6 1-2-3-3 中学生の英語力向上支援 政策推進室

5

　　

9 1-2-3-3 地域防災リーダーの育成 政策推進室 　　

20 1-2-3-3
すみのえのまち案内マップの制
作

政策推進室

　　

19 1-2-3-3
新旧の地域資源によるすみのえ
活性化事業

政策推進室 　　

18 1-2-3-3 地域経済活力創造事業 政策推進室

　　

17 1-2-3-3
近代化産業遺産（名村造船所跡
地）を未来に活かす地域活性化
プラン

　　

11 1-2-3-3 地域防災活動支援事業 政策推進室

10 1-2-3-3 防災対策事務費 政策推進室

13 1-2-3-3
ITを活用した防災情報システム
の開発運用事業

政策推進室

12 1-2-3-3 「地域安全対策」プロジェクト 政策推進室

15 1-2-3-3 こどもSafetyNetコンビニ24H 政策推進室 　　

14 1-2-3-3 地域防犯対策事業 政策推進室

　　

22 1-2-3-3 なにわっ子すくすくスタート 保健福祉課 　　

21 1-2-3-3
住之江区「虐待防止あったか
ネット」プロジェクトの推進

政策推進室

　　

24 1-2-3-3
要保護児童対策地域協議会の
運営（児童虐待防止対策）

保健福祉課

23 1-2-3-3
ドメスティック・バイオレンス対策
事業

保健福祉課

　　

26 1-2-3-3 高齢者福祉月間 保健福祉課

25 1-2-3-3
(仮称)普段の暮らし幸せプラン
推進支援事業

保健福祉課

1-2-3-3 地域活動協議会補助金 政策推進室 　　29

　　

28 1-2-3-3 健康づくり啓発事業 保健福祉課 　　

27 1-2-3-3
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

　　

1-2-3-3 新たな地域コミュニティ支援事業 政策推進室 　　31

1-2-3-3
豊かなコミュニティとマルチパー
トナーシップ等形成促進事業

政策推進室30
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予算事業一覧

会計名　 一般会計　　　 所属名　  住之江区　　　　　　　　

(単位：千円)

通し 科目  26 年 度 27 年 度 27 年 度 増減

番号 (部-款-項-目) （当初＋5月補正）① 算定② 調整③ （②-①）

（様式5）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

事  業  名 担当課 備  考

1,407 1,466 59

(1,407) (1,466) (59)

8,142 7,068 △ 1,074

(8,142) (7,068) (△ 1,074)

4,080 3,905 △ 175

(4,080) (3,905) (△ 175)

13 13 0

(13) (13) (0)

2,004 1,744 △ 260

(2,004) (1,744) (△ 260)

308 266 △ 42

(308) (266) (△ 42)

475 449 △ 26

(475) (449) (△ 26)

3,200 3,095 △ 105

(3,200) (3,095) (△ 105)

125 125 0

(125) (125) (0)

192 181 △ 11

(192) (181) (△ 11)

860 723 △ 137

(860) (723) (△ 137)

1,846 1,666 △ 180

(1,846) (1,666) (△ 180)

17,246 17,881 635

(17,246) (17,881) (635)

1,353 1,296 △ 57

(1,353) (1,296) (△ 57)

969 696 △ 273

(969) (696) (△ 273)

901 908 7

(901) (908) (7)

6,918 6,909 △ 9

(6,918) (6,909) (△ 9)

1,530 1,530 0

(1,530) (1,530) (0)

36,734 43,241 6,507

(36,566) (42,798) (6,232)

26,556 27,338 782

(26,556) (27,338) (782)

52 52 0

(44) (43) (△ 1)

41,454 42,964 1,510

(41,453) (42,963) (1,510)

995 0 △ 995

(995) (△ 995)

3,149 0 △ 3,149

(3,149) (△ 3,149)

1,390 0 △ 1,390

(0) (0)

5,880 0 △ 5,880

(5,880) (△ 5,880)

629 0 △ 629

(629) (△ 629)

233 0 △ 233

(233) (△ 233)

305 0 △ 305

(305) (△ 305)

13,283 10,580 △ 2,703

(13,283) (10,580) (△ 2,703)

10,600 155 △ 10,445

(10,600) (155) (△ 10,445)

300,119 302,040 0 1,921 　
(298,552) (301,587) (0) (3,035) 　

32 　　

1-2-3-3
市民協働型自転車利用適正化
事業「Do!プラン」

政策推進室 　　33

1-2-3-3 花と緑のまちづくり事業 政策推進室

　　

1-2-3-3 交通安全運動の推進事業 政策推進室 　　35

1-2-3-3 学校体育施設開放事業 政策推進室

　　

34

1-2-3-3
PTA・社会教育関係団体対象学
習会助成事業

政策推進室 　　37

1-2-3-3 人権啓発推進事業 政策推進室

　　

36

1-2-3-3 青少年指導員活動推進事業 政策推進室 　　39

1-2-3-3 成人の日記念のつどい 政策推進室

　　

38

1-2-3-3 青少年育成推進事業 政策推進室 　　41

1-2-3-3 青少年福祉委員活動の推進 政策推進室

　　

40

1-2-3-3 生涯学習ルーム事業 政策推進室 　　43

1-2-3-3 生涯学習推進事業 政策推進室

　　

42

1-2-3-3 区の広聴事業 政策推進室 　　45

1-2-3-3 区の広報事業 政策推進室

　　

44

1-2-3-3 保健福祉センター運営費 保健福祉課 　　47

1-2-3-3 区政会議開催 政策推進室

　　

46

1-2-3-3
南港ポートタウンサービスコー
ナー賃借料

政策推進室 　　49

1-2-3-3 窓口案内サービス事業 政策推進室

　　

48

1-2-3-3 区役所附設会館管理運営 政策推進室 　　51

1-2-3-3 区庁舎設備維持費 政策推進室

　　

50

53

1-2-3-3 自動車臨時運行許可番号標 政策推進室

54

1-2-3-3 一般管理経費 政策推進室 　　

52

1-2-3-3
咲洲リバイタルプラン策定に
向けた調査・検討

政策推進室55

1-2-3-3
家庭学習の啓発による基礎学
力向上事業

政策推進室

　　

1-2-3-3
街頭犯罪防止防犯カメラの設
置事業

政策推進室 　　57

1-2-3-3 区政40周年記念事業 政策推進室56

　　

　　

落書き消去活動支援事業 政策推進室59

60

1-2-3-3

62

2-1-4-1 福祉バス運行事業 政策推進室

2-1-4-1 校庭等の芝生化事業 政策推進室 　　

　　

1-2-3-3 区役所ライフイベント記念事業 窓口サービス課

　

1-2-3-3
地域防災の新たな担い手とな
る中学生の育成事業

政策推進室

所属計

61

58
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