
予算事業一覧

会計名  一般会計　　　 所属名　 住吉区役所　　　

(単位：千円)

通し 科目  24 年 度 25年度 増減

番号 (部-款-項-目) (当初+7月補正)① 予算案② （②-①）

0 2,530 2,530

(0) (2,530) (2,530)

0 603 603

(0) (603) (603)

0 5,011 5,011

(0) (0) (0)

0 5,000 5,000

(0) (5,000) (5,000)

0 5,049 5,049

(0) (5,049) (5,049)

0 2,728 2,728

(0) (2,728) (2,728)

0 8,556 8,556

(0) (8,556) (8,556)

0 2,361 2,361

(0) (2,361) (2,361)

3,553 3,751 198

(3,553) (3,751) (198)

5,392 8,708 3,316

(5,392) (8,708) (3,316)

0 2,894 2,894

(0) (2,894) (2,894)

838 1,458 620

(838) (1,458) (620)

15,127 21,523 6,396

(15,127) (21,523) (6,396)

0 263 263

(0) (263) (263)

831 830 △ 1

(831) (830) (△ 1)

2,063 2,890 827

(2,063) (2,890) (827)

2,621 2,619 △ 2

(2,621) (2,619) (△ 2)

305 300 △ 5

(305) (300) (△ 5)

0 30,373 30,373

(0) (30,373) (30,373)

1,000 3,100 2,100

(1,000) (3,100) (2,100)

3,802 5,306 1,504

(3,802) (5,306) (1,504)

1,069 1,069 0

(1,069) (1,069) (0)

13,566 11,648 △ 1,918

(13,566) (11,648) (△ 1,918)

0 5,021 5,021

(0) (5,021) (5,021)

0 1,122 1,122

(0) (1,122) (1,122)

0 9,210 9,210

(0) (9,210) (9,210)

1,651 1,283 △ 368

(1,651) (1,283) (△ 368)

990 1,504 514

(990) (1,504) (514)

600 464 △ 136

(600) (464) (△ 136)
　　29 1-2-3-3

住吉区まなび・つながり
ネットワーク（生涯学習
推進事業）

市民協働課

　　

28 1-2-3-3
花さかスミちゃん（種か
ら育てる住吉区の花づく
り）事業

市民協働課 　　

27 1-2-3-3
すみちゃんエコパート
ナー（すみよし環境保全
推進）事業

市民協働課

　　

26 1-2-3-3
フロアマネージャー関係
経費

総務課 　　

25 1-2-3-3 職員研修 総務課

　　

24 1-2-3-3 窓口サービス改善事業 総務課 　　

23 1-2-3-3
市民協働型自転車利用適
正化事業「Do!プラン」

市民協働課

　　

22 1-2-3-3
住吉カルチャーとアート
の活動促進事業

市民協働課 　　

21 1-2-3-3 住吉区観光振興事業 市民協働課

　　

20 1-2-3-3
自律的な地域運営を支援
するための活動補助事業

市民協働課 　　

19 1-2-3-3
地域活動協議会活動補助
事業

市民協働課

　　

18 1-2-3-3 交通事故をなくす運動 市民協働課 　　

17 1-2-3-3 防犯サポーターの配置 市民協働課

　　

16 1-2-3-3 地域安全防犯対策事業 市民協働課 　　

15 1-2-3-3 区政会議運営事業 総務課

　　

14 1-2-3-3 アイデア募集事業 総務課 　　

13 1-2-3-3 区の広報事業 総務課

　　

12 1-2-3-3
区民モニターによる区民
意識調査事業

総務課 　　

11 1-2-3-3
インターネットによる区
民意識調査事業

総務課

　　

10 1-2-3-3
住吉区の防災プランおよ
び地域ごとの防災プラン
策定事業

市民協働課 　　

9 1-2-3-3
災害に備えた自助・共
助・公助の対策事業

市民協働課

7 1-2-3-3
発達障がい相談及びサ
ポート事業

保健福祉課

8 1-2-3-3 防災フェスタ事業 市民協働課

5 1-2-3-3
子ども・若者育成支援事
業

保健福祉課

6 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

4 1-2-3-3
住吉区“孤立死”ゼロに
向けた地域力向上事業

保健福祉課

3 1-2-3-3
すみよし学びあいサポー
ト事業

保健福祉課

2 1-2-3-3 障がい者虐待予防事業 保健福祉課

1 1-2-3-3
地域ふれあい活動支援事
業

保健福祉課

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

事  業  名 担当課 備  考
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通し 科目  24 年 度 25年度 増減

番号 (部-款-項-目) (当初+7月補正)① 予算案② （②-①）
事  業  名 担当課 備  考

440 665 225

(440) (665) (225)

3,740 3,270 △ 470

(3,740) (3,270) (△ 470)

289 282 △ 7

(289) (282) (△ 7)

445 445 0

(445) (445) (0)

10,386 9,199 △ 1,187

(10,386) (9,199) (△ 1,187)

813 365 △ 448

(813) (365) (△ 448)

487 445 △ 42

(487) (445) (△ 42)

97 97 0

(97) (97) (0)

58 88 30

(58) (88) (30)

0 389 389

(0) (389) (389)

1,848 2,889 1,041

(1,848) (2,889) (1,041)

0 6 6

(0) (6) (6)

0 44 44

(0) (44) (44)

0 114 114

(0) (114) (114)

0 160 160

(0) (160) (160)

0 91 91

(0) (91) (91)

0 720 720

(0) (720) (720)

0 759 759

(0) (759) (759)

0 80 80

(0) (80) (80)

36,219 39,134 2,915

(36,180) (39,118) (2,938)

44,293 48,826 4,533

(44,066) (48,538) (4,472)

63,940 63,507 △ 433

(63,845) (63,466) (△ 379)

523 0 △ 523

(0) (0) (0)

100 0 △ 100

(100) (0) (△ 100)

180 0 △ 180

(180) (0) (△ 180)

2,107 0 △ 2,107

(2,107) (0) (△ 2,107)

1,998 0 △ 1,998

(1,998) (0) (△ 1,998)

11,821 0 △ 11,821

(11,821) (0) (△ 11,821)

5,496 0 △ 5,496

(5,496) (0) (△ 5,496)

1,808 0 △ 1,808

(1,808) (0) (△ 1,808)

1,350 0 △ 1,350

(1,350) (0) (△ 1,350)

　　

60 1-2-3-3 緊急時の連絡網の整備 市民協働課 　　

59 1-2-3-3 避難所用立て看板の配置 市民協働課

　　

58 1-2-3-3 地域福祉活動事業 市民協働課 　　

57 1-2-3-3 地域振興事業 市民協働課

　　

56 1-2-3-3 生涯学習ルーム事業 市民協働課 　　

55 1-2-3-3
「小学校区教育協議会－はぐく
みネット－」事業

市民協働課

　　

54 1-2-3-3 青少年非行防止活動事業 市民協働課 　　

53 1-2-3-3
すきやねん住吉区民運動推進
事業

市民協働課

　　

52 1-2-3-3 高齢者見守り支援事業 保健福祉課 　　

51 1-2-3-3
区役所附設会館管理運営
業務

市民協働課

　　

50 1-2-3-3 区庁舎設備維持費 総務課 　　

49 1-2-3-3 一般管理経費 総務課

　　

48 1-2-3-3
ベルトコンベアー設備保
守経費

窓口サービス課 　　

47 1-2-3-3
保健福祉センター（健康
推進等業務）事業用経費

保健福祉課

　　

46 1-2-3-3
保健福祉センター（地域
福祉業務、生活支援業
務））事業用経費

保健福祉課 　　

45 1-2-3-3 知的障がい者相談員 保健福祉課

　　

44 1-2-3-3 身体障がい者相談員 保健福祉課 　　

43 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

　　

42 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 　　

41 1-2-3-3 そ族昆虫防除事業 保健福祉課

　　

40 1-2-3-3 子育て支援情報提供事業 保健福祉課 　　

39 1-2-3-3
すみちゃん子育てすくす
く事業

保健福祉課

　　

38 1-2-3-3
住吉区高齢者福祉月間事
業

保健福祉課 　　

37 1-2-3-3 健康展・健康まつり 保健福祉課

　　

36 1-2-3-3
区民とともにすすめる健
康アッププロジェクト

保健福祉課 　　

35 1-2-3-3
区アクションプラン推進
支援事業

市民協働課

　　

34 1-2-3-3 コミュニティ活性化事業 市民協働課 　　

33 1-2-3-3
PTA・社会教育関係団体対
象学習会助成事業

市民協働課

　　

32 1-2-3-3
成人の日記念のつどい事
業

市民協働課 　　

31 1-2-3-3
住吉区まなび・つながり
ネットワーク(区における
人権啓発推進事業)

市民協働課

30 1-2-3-3
住吉区まなび・つながり
ネットワーク（青少年育
成推進事業）

市民協働課 　　
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通し 科目  24 年 度 25年度 増減

番号 (部-款-項-目) (当初+7月補正)① 予算案② （②-①）
事  業  名 担当課 備  考

5,000 0 △ 5,000

(5,000) (0) (△ 5,000)

3,870 0 △ 3,870

(3,870) (0) (△ 3,870)

3,200 0 △ 3,200

(3,200) (0) (△ 3,200)

222 0 △ 222

(222) (0) (△ 222)

100 0 △ 100

(100) (0) (△ 100)

254,238 318,749 64,511

(253,354) (313,393) (60,039)

0 1,941 1,941

(0) (1,941) (1,941)

0 4,082 4,082

(0) (4,082) (4,082)

0 6,023 6,023

(0) (6,023) (6,023)

254,238 324,772 70,534 　
(253,354) (319,416) (66,062) 　

区まちづくり事業費計

所属計 　

　　

区まちづくり推進費計

67 2-1-4-1 防犯カメラ設置事業 市民協働課 　　

65 1-2-3-3 落書き消去活動支援事業 市民協働課

66 2-1-4-1

　　

64 1-2-3-3 青色防犯パトロール活動事業 市民協働課 　　

63 1-2-3-3
簡易組立トイレ（身障者用）の
配置

市民協働課

　　

62 1-2-3-3 救助資機材の増配置 市民協働課 　　

61 1-2-3-3 災害（備蓄）倉庫の配置 市民協働課

　　
地域に真に必要な交通手
段に関する調査事業

総務課
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