
予算事業一覧

会計名　  　一般会計　　　　　　　 所属名　  計画調整局　　　

(単位：千円)

通し 科目  23 年 度

番号(部-款-項-目)  当初予算 予算案

2,207 2,205

(0) (0)

2,207 2,205

(0) (0)

2,280,772 2,134,753

(2,280,772) (2,134,753)

2,280,772 2,134,753

(2,280,772) (2,134,753)

26,257 25,678

(26,257) (25,678)

206 198

(206) (198)

1,054 0

(1,054) (0)

5,022 4,488

(5,022) (4,488)

3,898 391

(3,898) (391)

2,134 2,054

(2,134) (2,054)

397 247

(397) (247)

1,383 671

(1,383) (671)

2,825 2,730

(2,825) (2,730)

539 439

(539) (439)

1,047 1,350

(0) (714)

44,762 38,246

(43,715) (37,610)

1,525 2,300

(1,525) (2,300)

1,878 563

(1,878) (563)

689 399

(357) (67)

955 483

(955) (483)

2,561 8,956

(2,561) (8,956)

3,624 5,229

(3,624) (5,229)

314 315

(0) (0)

150 26,492

(0) (0)

0 17,801

(0) (0)

0 16,235

(0) (0)

0 1,976

(0) (0)

　　　6 1-2-6-2 都市計画審議会 都市計画課

統計調査担当

5 1-2-6-2
大阪駅北地区まちづくり推
進協議会

うめきた整備担当 府市

各種団体関係事務 総務担当 　

1-2-6-3

統計誌刊行

13 1-2-6-2

統計調査担当

就業構造基本調査 統計調査担当

1-2-6-2 建築美観誘導関係事務

統計調査担当統計整備

開発誘導課

開発誘導課

計画総務費計

14 1-2-6-3

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

新規

基金へ蓄積

開発許可関係事務

担当課事  業  名
24年度当初

12

1 総務担当

総務担当一般事務

基金へ蓄積計

3

1-2-4-3

1-2-6-2

(凍結)

4 1-2-6-2

　　　

　　　

8 1-2-6-2

9

工業統計調査

備  考

　

　

　　　

　　　

　　　

　

　　　

学校基本調査

15 1-2-6-3

17 1-2-6-3 統計調査推進事業 統計調査担当

統計調査員研修確保対策16

18 1-2-6-3 統計解析 統計調査担当

統計調査担当

19 1-2-6-3 人口分析 統計調査担当

20 1-2-6-3

21 1-2-6-3

24

統計調査担当

1-2-6-3
平成27年国勢調査
第1次試験調査

関西国際空港関連事務 交通政策課

7 1-2-6-2 広域圏計画関係事務 交通政策課

1-2-6-2 都市景観委員会 開発誘導課

10 1-2-6-2 鉄道整備連絡事務 交通政策課

11

　

1-2-6-2 　　　

　　　

総合交通対策関係事務 交通政策課 　　　

　 　　　

23 1-2-6-3
住宅・土地統計調査
単位区設定

統計調査担当

22 1-2-6-3

統計調査担当

　　　

職員費計

2 1-2-6-1 職員費 総務担当 　



通し 科目  23 年 度

番号(部-款-項-目)  当初予算 予算案
新規 担当課事  業  名

24年度当初
備  考

352 402

(0) (0)

0 81

(0) (0)

202,557 24,760

(0) (0)

214,605 105,992

(10,900) (17,598)

2,049 1,861

(2,049) (1,861)

69,655 97,323

(49,770) (79,576)

12 12

(12) (12)

3,800 3,800

(2,200) (2,200)

2,000 2,000

(0) (0)

77,516 104,996

(54,031) (83,649)

3,885 0

(3,885) (0)

94,610 31,465

(94,610) (31,465)

10,000 9,975

(10,000) (9,975)

15,299 14,729

(6,212) (6,076)

16,748 11,251

(16,533) (11,036)

148,500 0

(148,500) (0)

7,000 0

(7,000) (0)

11,600 424

(11,600) (424)

6,000 0

(3,000) (0)

7,305 7,931

(7,305) (7,931)

49,888 49,997

(49,888) (49,997)

4,690 5,703

(4,690) (5,703)

4,348 2,693

(4,348) (2,693)

4,386 4,608

(4,386) (4,608)

10,557 9,960

(10,557) (9,960)

2,687 1,651

(2,687) (1,651)

5,668 5,455

(5,668) (5,455)

平成24年経済センサス－活
動調査

総務担当 　

住宅金融公庫事務

統計調査担当

建築企画課

29

27 1-2-6-3

1-2-6-4 建築審査会事務 建築企画課

(凍結)

32 1-2-6-4

建築基準行政事務 建築企画課　他

行政代執行関連事務

科学技術振興担当

(暫定)

　　　

25 1-2-6-3 経済センサス調査区管理 統計調査担当

統計調査費計

31 構造再計算関係事務 建築確認課

28

30 1-2-6-4

1-2-6-4

都市建設技術交流事業

26

総務担当 　

1-2-6-3 商業統計調査 統計調査担当

34 2-7-1-3

建築指導費計

33 2-7-1-3

1-2-6-4

　　　

36 2-7-1-3
大学と連携した人材育成中
核拠点機能の運営

監察課

35 2-7-1-3

まちづくり総合調整・情報
整備事業

オープンイノベーションの
推進

科学技術振興担当 府市・PT

　

府市

大学・大学院ネットワーク
を活用した人材育成力の強
化

　　　

(凍結)

37 2-7-1-3
大阪市における科学技術振
興調査

科学技術振興担当

科学技術振興担当

39 2-7-1-3
環境技術の国際標準化機能
の形成に向けた検討調査

科学技術振興担当 府市 (凍結)

38 2-7-1-3

　 (凍結)

40 2-7-1-3

うめきた地区の民間開発誘
導方策等検討調査（民間と
連携したまちづくりの推進
等に関する検討調査）

うめきた整備担当 府市

高度情報化推進業務 情報化施策担当 　

(暫定)

41 2-7-1-3
大阪駅周辺地区におけるエ
リアマネジメント支援事業

うめきた整備担当

　　　

43 2-7-1-3
大阪市統合型ＧＩＳ運用促
進事業

情報化施策担当 　　　

42 2-7-1-3

　 　　　

44 2-7-1-3
ユビキタスシティの実現に
向けた検討調査

情報化施策担当 　

都市計画決定等関係事務 都市計画課 　

　　　

45 2-7-1-3 都市計画広報連絡事務 都市計画課

　　　

47 2-7-1-3 都市計画行政支援システム 都市計画課 　　　

46 2-7-1-3

　　　

48 2-7-1-3 国土利用計画法関係事務 都市計画課 　　　

49 2-7-1-3 地域地区指定等事務 都市計画課



通し 科目  23 年 度

番号(部-款-項-目)  当初予算 予算案
新規 担当課事  業  名

24年度当初
備  考

0 3,000

(0) (3,000)

4,353 4,355

(4,353) (4,355)

9,000 9,000

(9,000) (9,000)

4,000 0

(4,000) (0)

15,000 0

(15,000) (0)

8,500 15,000

(8,500) (15,000)

6,500 5,000

(6,500) (5,000)

964 1,093

(964) (1,093)

65,765 0

(65,765) (0)

1,513,422 0

(1,513,422) (0)

91,800 0

(91,800) (0)

55,000 60,834

(55,000) (60,834)

18,000 18,690

(12,000) (12,460)

4,983 1,000

(2,776) (0)

29,780 14,150

(0) (0)

10,000 5,000

(10,000) (5,000)

5,685 5,545

(5,685) (5,545)

9,000 12,000

(9,000) (12,000)

8,874 8,509

(8,801) (8,456)

6,331 7,664

(6,331) (7,664)

431,000 47,000

(431,000) (47,000)

124,254 75,720

(124,254) (75,720)

5,000 0

(5,000) (0)

12,144 8,950

(12,144) (8,950)

4,694 4,079

(4,694) (4,079)

10,000 3,000

(10,000) (3,000)

開発計画課 　
咲洲地区の開発促進とエリ
アマネジメントの推進

総合的な駐車施策に関する
調査

都市計画課 　　　

51 2-7-1-3 都市施設基本計画策定調査 都市計画課 　 　　　

50 2-7-1-3

府市 (凍結)

52 2-7-1-3
都市計画道路の見直し検討
調査

都市計画課 　

低炭素社会における都市戦
略検討調査

都市計画課

　　　

53 2-7-1-3
広域交通ネットワークに関
する検討調査

都市計画課

　　　

55 2-7-1-3
特区制度等を活用した成長
戦略拠点の実現に関する調
査（国際戦略総合特区）

都市計画課 府市 (暫定)

54 2-7-1-3

　 　　　

56 2-7-1-3

特区制度等を活用した成長
戦略拠点の実現に関する調
査（特定都市再生緊急整備
地域）

都市計画課

(凍結)

　

大学等立地促進助成 都市計画課

　　　

2-7-1-3
コミュニティ系バス運営費
補助

交通政策課 PT

57 2-7-1-3 ＰＦＩ導入検討支援事務 都市計画課

(凍結)

58 2-7-1-3

60 2-7-1-3
関西国際空港集客・利用促
進事業

交通政策課 府市

59

交通政策課 　

(凍結)

61 2-7-1-3 鉄道の安全性の向上 交通政策課 　　　

62 2-7-1-3 総合都市交通体系調査

71 2-7-1-3
大阪ドームの公共的部分に
対する助成等

66 2-7-1-3

　　　

75 2-7-1-3
御堂筋デザインストリート
形成に向けた取組みの展開

開発誘導課 府市 (暫定)

72 　　　

70 2-7-1-3

74 2-7-1-3
御堂筋の景観整備（彫刻ス
トリート）

2-7-1-3

(暫定)

73 2-7-1-3 景観形成方策の推進 開発誘導課 府市 (暫定)

開発誘導課 府市

　　　

67

大阪シティエアターミナル
（ＯＣＡＴ）ビルの公的施
設管理運営補助

開発計画課 PT (暫定)

69 2-7-1-3

開発計画関係事務 開発計画課 　

拠点地区開発計画策定調査 開発計画課　他 　 　　　

PT (暫定)

都市計画基礎調査 開発計画課 　

開発計画課

　　　

　　　

64 2-7-1-3

68 2-7-1-3
アイ・スポットの企画・管
理運営

開発計画課

2-7-1-3

63 2-7-1-3
めいわく駐車防止条例によ
る啓発活動

交通政策課 　

民間駐車場整備融資 交通政策課 　 　　　

65 2-7-1-3 交通戦略のあり方検討調査 交通政策課　他 府市 (暫定)

　　　



通し 科目  23 年 度

番号(部-款-項-目)  当初予算 予算案
新規 担当課事  業  名

24年度当初
備  考

4,690 2,460

(4,690) (2,460)

2,000 0

(2,000) (0)

21,430 17,636

(21,430) (17,636)

100,000 0

(100,000) (0)

3,162 0

(3,162) (0)

9,740 0

(5,120) (0)

9,482 2,994

(3,294) (765)

3,007,724 488,521

(2,946,554) (455,991)

3,069,000 3,338,166

(294,934) (322,100)

3,069,000 3,338,166

(294,934) (322,100)

838,880 196,800

(84,880) (19,800)

838,880 196,800

(84,880) (19,800)

41,000 79,704

(0) (704)

204,800 0

(800) (0)

65,600 237,100

(600) (100)

12,000 0

(0) (0)

323,400 316,804

(1,400) (804)

14,476,462 17,365,743

(1,765,922) (2,152,670)

14,476,462 17,365,743

(1,765,922) (2,152,670)

24,384,203 24,428,587

(181,199) (109,396)

24,384,203 24,428,587

(181,199) (109,396)

48,719,531 48,520,813

(7,664,307) (5,334,371)

大阪外環状線建設促進費
（補助金）

交通政策課 府市 (暫定)

PT開発計画課

PT開発計画課
公共用地先行取得事業貸付
金

89

90 2-15-2-2 都市開発資金事業貸付金

85

2-15-2-1

所 属 計

2-7-1-6

84 2-7-1-5 本州四国連絡橋建設協力費 総務担当 府市 　　　

府市

86 2-7-1-6
大阪外環状線建設促進費
（貸付金）

交通政策課 府市

(凍結)88 2-7-1-6
大阪外環状線建設促進費
（新駅分担金）

交通政策課 府市

(凍結)

87

　　　

78 2-7-1-3

76 2-7-1-3
わがまちナイススポットの
発見（都市景観資源の発
掘・活用）

開発誘導課 　

77 2-7-1-3
魅力あるリバーフロント形
成検討調査

開発計画課　他 　 　　　

まちづくり活動支援事業 開発誘導課 　 　　　

79 2-7-1-3
鉄道駅舎可動式ホーム柵等
設置補助

開発誘導課 PT 　　　

80 2-7-1-3
建築行政支援システムデー
タ整備業務

建築確認課 　 　　　

81 2-7-1-3
民間道路の情報整備に関す
る調査

建築確認課 　

　　　

計画調査費計

　　　

82 2-7-1-3
民間建築物アスベスト除去
等支援事業

監察課 　 　　　

83 2-7-1-4 高速道路費 総務担当 府市・PT

鉄道整備協力費計

公共用地先行取得事業貸付金計

都市開発資金事業貸付金計

高速道路費計

本州四国連絡橋建設協力費計

2-7-1-6
大阪外環状線建設促進費
（出資金）

交通政策課


