
予算事業一覧

会計名　　一般会計　　 所属名　住之江区役所　

(単位：千円)

通し 科 目 28 年 度 29 年 度 増  減

番号 (款-項-目) 当 初 ① 予 算 ② （② - ①）

0 1,484,161 1,484,161

(0) (1,484,161) (1,484,161)

0 1,484,161 1,484,161

(0) (1,484,161) (1,484,161)

8,365 10,022 1,657

(8,365) (10,022) (1,657)

11,809 14,205 2,396

(11,809) (14,205) (2,396)

5,171 5,174 3

(5,171) (5,174) (3)

4,332 191 △ 4,141

(4,332) (191) (△ 4,141)

1,194 809 △ 385

(1,194) (809) (△ 385)

1,247 1,895 648

(1,247) (1,895) (648)

2,719 2,405 △ 314

(2,719) (2,405) (△ 314)

398 110 △ 288

(398) (110) (△ 288)

2,200 2,200 0

(2,200) (2,200) (0)

1,800 1,800 0

(1,800) (1,800) (0)

494 492 △ 2

(494) (492) (△ 2)

1,920 1,920 0

(480) (480) (0)

6,638 6,638 0

(6,638) (6,638) (0)

0 230 230

(0) (230) (230)

270 322 52

(270) (322) (52)

80 80 0

(80) (80) (0)

70 90 20

(70) (90) (20)

564 564 0

(564) (564) (0)

59 79 20

(59) (79) (20)

2,629 2,669 40

(2,629) (2,669) (40)

858 811 △ 47

(858) (811) (△ 47)

46,942 49,708 2,766

(46,942) (49,708) (2,766)

10,544 10,384 △ 160

(10,544) (10,384) (△ 160)

22,642 23,351 709

(22,642) (23,351) (709)

1,306 1,256 △ 50

(1,306) (1,256) (△ 50)

155 155 0

(155) (155) (0)

21 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

20 2-3-3 高齢者福祉月間 保健福祉課

職員費計

2 2-3-3
咲洲ウェルネスタウン構想特
区事業

政策推進室

事  業  名 担 当 課 備  考

1 2-3-1 住之江区役所職員の人件費 政策推進室 　　

5 2-3-3
街頭犯罪防止防犯カメラの設
置事業

政策推進室 　　

3 2-3-3 こどもの学習意欲向上事業 政策推進室

4 2-3-3 発達障がいサポート事業 保健福祉課

6 2-3-3 地域防災リーダーの育成 政策推進室 　　

7 2-3-3 防災対策事務費 政策推進室 　　

8 2-3-3 地域防災活動支援事業 政策推進室 　　

9 2-3-3 「地域安全対策」プロジェクト 政策推進室 　　

10 2-3-3
近代化産業遺産（名村造船所
大阪工場跡地）を未来に活か
す地域活性化プラン

政策推進室 　　

11 2-3-3 地域経済活力創造事業 政策推進室 　　

12 2-3-3
地域資源を活用した住之江ブ
ランド力向上事業

政策推進室 　　

13 2-3-3
介護人材就労コーディネート
事業

生活支援課 　　

保健福祉課 　　

17 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 　　

14 2-3-3 見守りあったかネット事業 政策推進室 　　

15 2-3-3 空家等対策推進事業 政策推進室 　　

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

18 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 　　

19 2-3-3
ふだんのくらししあわせプラン
推進支援事業

政策推進室

16 2-3-3 なにわっ子すくすくスタート

22 2-3-3 健康づくり啓発事業 保健福祉課

23 2-3-3 地域活動協議会補助金 政策推進室

24 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 　　

25 2-3-3
新たな地域コミュニティ支援事
業

政策推進室 　　

26 2-3-3 花と緑のまちづくり事業 政策推進室 　　

27 2-3-3 校庭等の芝生化事業 政策推進室 　　
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会計名　　一般会計　　 所属名　住之江区役所　

(単位：千円)

通し 科 目 28 年 度 29 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)

4,479 4,342 △ 137

(4,479) (4,342) (△ 137)

1,744 1,790 46

(1,744) (1,790) (46)

201 201 0

(201) (201) (0)

450 450 0

(450) (450) (0)

3,165 3,165 0

(3,165) (3,165) (0)

125 125 0

(125) (125) (0)

106 137 31

(106) (137) (31)

790 634 △ 156

(790) (634) (△ 156)

14,576 16,917 2,341

(14,576) (16,917) (2,341)

1,308 1,301 △ 7

(1,308) (1,301) (△ 7)

535 538 3

(535) (538) (3)

1,225 1,176 △ 49

(1,225) (1,176) (△ 49)

6,902 6,902 0

(6,902) (6,902) (0)

1,530 1,530 0

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

39,370 37,231 △ 2,139

(39,050) (36,917) (△ 2,133)

27,338 24,093 △ 3,245

(27,338) (24,093) (△ 3,245)

52 52 0

(43) (43) (0)

0 3,267 3,267

(0) (3,267) (3,267)

45,951 85,163 39,212

(45,950) (85,162) (39,212)

69 0 △ 69

(69) (0) (△ 69)

284,322 326,574 42,252

(282,552) (324,810) (42,258)

284,322 1,810,735 1,526,413 　
(282,552) (1,808,971) (1,526,419) 　

所属計 　

28 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 　　

29 2-3-3 人権啓発推進事業 政策推進室 　　

30 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 　　

31 2-3-3 成人の日記念のつどい 政策推進室 　　

32 2-3-3 青少年指導員活動推進事業 政策推進室 　　

33 2-3-3 青少年福祉委員活動の推進 政策推進室 　　

34 2-3-3 青少年育成推進事業 政策推進室 　　

35 2-3-3 生涯学習推進事業 政策推進室 　　

36 2-3-3 区の広報事業 政策推進室 　　

37 2-3-3 区の広聴事業 政策推進室 　　

38 2-3-3 区政会議開催 政策推進室

39 2-3-3 保健福祉センター運営費 保健福祉課

42 2-3-3 区庁舎設備維持費 政策推進室 　　

43 2-3-3 区役所附設会館管理運営 政策推進室 　　

40 2-3-3 窓口案内サービス事業 政策推進室 　　

41 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 　　

44 2-3-3 自動車臨時運行許可番号標 政策推進室 　　

45 2-3-3
育児休業等による臨時的任用
職員経費

政策推進室 　　

区まちづくり推進費計

46 2-3-3 一般管理経費 政策推進室 　　

47 2-3-3 こどもSafetyNetコンビニ24H 政策推進室 　　
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