
予算事業一覧

会計名　　一般会計 所属名　  淀川区役所　　

(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）

900 3,000 2,100

(900) (3,000) (2,100)

0 3,110 3,110

(0) (3,110) (3,110)

0 10,858 10,858

(0) (10,858) (10,858)

0 12,169 12,169

(0) (12,169) (12,169)

0 3,953 3,953

(0) (3,953) (3,953)

3,227 7,916 4,689

(3,227) (7,916) (4,689)

1,393 1,486 93

(1,393) (1,486) (93)

169 400 231

(169) (400) (231)

300 477 177

(300) (477) (177)

690 690 0

(690) (690) (0)

640 640 0

(640) (640) (0)

80 200 120

(80) (200) (120)

105 105 0

(105) (105) (0)

701 1,428 727

(701) (1,428) (727)

0 961 961

(0) (961) (961)

15,914 15,324 △ 590

(15,914) (15,324) (△ 590)

0 36 36

(0) (0) (0)

9,517 6,851 △ 2,666

(9,517) (6,851) (△ 2,666)

2,230 2,181 △ 49

(2,230) (2,181) (△ 49)

0 104 104

(0) (104) (104)

0 30 30

(0) (30) (30)

15,317 8,145 △ 7,172

(15,317) (8,145) (△ 7,172)

3,961 1,793 △ 2,168

(3,961) (1,793) (△ 2,168)

295 1,101 806

(295) (1,101) (806)

1,404 1,020 △ 384

(1,404) (1,020) (△ 384)

602 1,570 968

(602) (1,570) (968)

2,370 2,370 0

(2,370) (2,370) (0)

3,060 3,060 0

(3,060) (3,060) (0)

0 5,547 5,547

(0) (5,547) (5,547)

　　

　　

2 1-2-3-3
準行政的機能を担う地域活動
協議会を支援するための運営
補助事業

市民協働課

市民協働課

1-2-3-3 小学生の読書活動支援事業 市民協働課 　　

校下の力！夢ちゃんの防犯
マップ

市民協働課

　　

　　

　　

ひったくり防止カバー普及促
進事業

市民協働課

地域防災活動支援事業

　　
地域人材と教員との交流促進
事業

夢ちゃん緑と花のまちづくり推
進事業

市民協働課

市民協働課

淀川区生涯学習推進事業 市民協働課

　　

　　

12 1-2-3-3
子ども見守り隊活動に対する
支援

市民協働課 　　

自律的な地域運営を支援する
ための活動補助事業

9

10

11

4

1 1-2-3-3 市民協働課

16 1-2-3-3
市民協働型自転車利用適正
化事業

6

8 1-2-3-3

14 1-2-3-3

7

市民協働課

市民協働課

市民協働課

　　

　　

　　

　　

13 1-2-3-3 交通事故をなくす運動

市民協働課

安全なまちづくり推進デー普
及事業

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

備  考

　　

事  業  名 担当課

地域安全対策業務

　　

市民協働課

1-2-3-3

青色防犯パトロール活動支援
事業

市民協働課

1-2-3-3

1-2-3-3

21 1-2-3-3

20 1-2-3-3

1-2-3-3

市民協働課

市民協働課地域防犯対策事業の推進

「ものづくり」の体験・交流事業

5 1-2-3-3
児童・生徒の体力づくり支援
事業

　　市民協働課

　　

1-2-3-3 防災備蓄物資の充実 市民協働課

　　

　　

24 1-2-3-3 成人の日記念のつどい

22 1-2-3-3 地域振興事業 市民協働課

区における人権啓発推進事業 市民協働課

　　

18 1-2-3-3 淀川区民のまつり 市民協働課

　　

26 1-2-3-3

23 1-2-3-3

　　28 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

　　17 1-2-3-3
めいわく駐車防止条例等によ
る啓発活動

市民協働課

市民協働課

15 1-2-3-3

1-2-3-319

29 1-2-3-3

27 1-2-3-3

25 1-2-3-3

　　

「淀川河川敷イベント」の開催
支援

学校体育施設開放事業

生涯学習ルーム事業 市民協働課

　　3 1-2-3-3
準行政的機能を担う地域活動
協議会を支援するための活動
補助事業

市民協働課

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）
備  考事  業  名 担当課

0 536 536

(0) (536) (536)

303 906 603

(303) (906) (603)

30,597 32,340 1,743

(30,597) (32,340) (1,743)

0 14,877 14,877

(0) (14,877) (14,877)

0 8,187 8,187

(0) (8,187) (8,187)

0 1,047 1,047

(0) (1,047) (1,047)

0 60 60

(0) (60) (60)

0 739 739

(0) (739) (739)

0 261 261

(0) (261) (261)

0 2,728 2,728

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

68 45 △ 23

(68) (45) (△ 23)

0 685 685

(0) (685) (685)

8,244 5,515 △ 2,729

(8,244) (5,515) (△ 2,729)

0 3,548 3,548

(0) (3,548) (3,548)

0 114 114

(0) (114) (114)

0 5,480 5,480

(0) (5,480) (5,480)

0 432 432

(0) (432) (432)

0 205 205

(0) (205) (205)

0 974 974

(0) (974) (974)

0 160 160

(0) (160) (160)

0 432 432

(0) (432) (432)

782 688 △ 94

(782) (688) (△ 94)

0 1,475 1,475

(0) (1,475) (1,475)

14,615 17,630 3,015

(14,615) (17,630) (3,015)

0 3,920 3,920

(0) (3,920) (3,920)

441 736 295

(441) (736) (295)

357 357 0

(357) (357) (0)

46,636 50,309 3,673

(45,795) (49,556) (3,761)

33,701 43,631 9,930

(33,673) (43,608) (9,935)

477 0 △ 477

(477) (0) (△ 477)

1,009 0 △ 1,009

(1,009) (0) (△ 1,009)

3,960 0 △ 3,960

(3,960) (0) (△ 3,960)

　　

　　

1-2-3-3 地域福祉活動推進事業

保健福祉課

49 1-2-3-3 乳幼児発達相談事務用経費 保健福祉課 　　

36 1-2-3-3 3歳児の食育推進事業

　　

　　

42

40 1-2-3-3 高齢者福祉月間事業

総務課

総務課

56 1-2-3-3
生活保護業務における庁内端
末運用経費

総務課

市民協働事務費 　　31 1-2-3-3 市民協働課

32 1-2-3-3 区役所附設会館管理運営 市民協働課

　　

61 1-2-3-3
地域特性に対応した安全・安
心なまちづくり事業実施検討
に伴う調査研究事業

市民協働課

　　59 1-2-3-3
淀川区地域福祉アクションプラ
ン推進支援事業

市民協働課

　　

60 1-2-3-3
地域活動プラットフォーム育成
支援事業

市民協働課

　　

58 1-2-3-3 区役所一般管理経費

　　

　　

1-2-3-3
教育活動にかかる発達障がい
サポート事業

総務課 　　

57 1-2-3-3 区庁舎設備維持費 総務課

企画調整事務関係経費

ライフイベント事業

51 1-2-3-3 区政会議運営事業 総務課

　　

　　

54

1-2-3-3

　　

55

　　

1-2-3-3

障がい者の就労に向けた訓練
先開拓事業

総務課

1-2-3-350

なにわっ子すくすくスタート

　　

45 1-2-3-3

53 1-2-3-3 広聴・広報情報発信事業 総務課

　　52

中学生の食育推進事業 保健福祉課

　　

子育てカウンセリング事業 保健福祉課

30

39 1-2-3-3
乳幼児発達相談体制強化事
業

保健福祉課

独居高齢者等サポート事業 保健福祉課

35 1-2-3-3

窓口サービス課 　　

　　

　　

　　

　　

保健福祉課 　　

保健福祉課

保健福祉課

44 1-2-3-3

46 1-2-3-3

37

41 1-2-3-3

48 1-2-3-3

1-2-3-3

市民協働課 　　

　　

1-2-3-3 児童遊園の整備・運営

47 1-2-3-3

　　

33 1-2-3-3
訪問型病児・病後児保育支援
事業

保健福祉課

34 1-2-3-3 災害時要援護者支援事業

43 1-2-3-3
地域高齢者活動拠点（老人憩
の家）提供事業

保健福祉課

高齢者食事サービス事業 保健福祉課

要保護児童対策地域協議会
の運営

保健福祉課

保健福祉総合相談窓口運営
費

保健福祉課

保健福祉センター事業用経費 保健福祉課

　　38 1-2-3-3

保健福祉課

　　福祉事務所運営費 保健福祉課
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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）
備  考事  業  名 担当課

1,500 0 △ 1,500

(1,500) (0) (△ 1,500)

221 0 △ 221

(221) (0) (△ 221)

1,021 0 △ 1,021

(1,021) (0) (△ 1,021)

747 0 △ 747

(747) (0) (△ 747)

117 0 △ 117

(117) (0) (△ 117)

216 0 △ 216

(216) (0) (△ 216)

260 0 △ 260

(260) (0) (△ 260)

162 0 △ 162

(162) (0) (△ 162)

1,503 0 △ 1,503

(1,503) (0) (△ 1,503)

100 0 △ 100

(100) (0) (△ 100)

209,912 294,542 84,630

(209,043) (293,730) (84,687)

0 5,912 5,912

(0) (5,912) (5,912)

0 5,912 5,912

(0) (5,912) (5,912)

209,912 300,454 90,542 　
(209,043) (299,642) (90,599) 　

　　69 1-2-3-3 シリンダー錠普及促進事業 市民協働課

1-2-3-3 すこやか夢ちゃんプロジェクト 　　70

所属計

保健福祉課

72 2-1-4-1
淀川区乗合型自動車運行事
業

　　

区まちづくり事業費計

総務課

　

　　

62 1-2-3-3
WATERAのまちで「国際交流
IN YODOGAWA」

市民協働課 　　

63 1-2-3-3 青少年指導員助成事業 市民協働課

　　

64 1-2-3-3 青少年育成推進事業 市民協働課 　　

65 1-2-3-3 区民レクリエーション事業 市民協働課

67 1-2-3-3
中学生による防災区民会議事
業

市民協働課 　　

66 1-2-3-3
市民協働課（市民活動支援）
にかかる事務事業

市民協働課

68 1-2-3-3
防災活動を通じた企業の地域
貢献支援事業

　　

　　

区まちづくり推進費計

市民協働課

　　71 1-2-3-3 第32回みんなの健康展 保健福祉課

http://www.city.osaka.lg.jp/yodogawa/cmsfiles/contents/0000206/206183/ya72.pdf
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