
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  27 年 度 28 年 度 増減

番号 (款-項-目) 当初① 予算② （②-①）

6,423 3,284 △ 3,139

(6,423) (3,284) (△ 3,139)

0 2,652 2,652

(0) (2,652) (2,652)

1,548 1,176 △ 372

(919) (432) (△ 487)

7,159 3,821 △ 3,338

(7,159) (3,821) (△ 3,338)

320 320 0

(320) (320) (0)

2,372 1,977 △ 395

(2,372) (1,977) (△ 395)

2,165 496 △ 1,669

(1,933) (248) (△ 1,685)

0 1,193 1,193

(0) (1,163) (1,163)

3,895 4,232 337

(3,895) (4,232) (337)

5,237 3,544 △ 1,693

(0) (3,544) (3,544)

1,549 2,392 843

(1,549) (2,392) (843)

6,698 7,423 725

(2,846) (2,959) (113)

3,912 3,118 △ 794

(3,912) (3,118) (△ 794)

1,055 1,350 295

(1,055) (1,350) (295)

1,199 1,200 1

(1,199) (1,200) (1)

2,770 2,769 △ 1

(2,770) (2,769) (△ 1)

2,633 542 △ 2,091

(2,633) (542) (△ 2,091)

3,018 3,214 196

(1,509) (1,607) (98)

2,130 1,999 △ 131

(2,130) (1,999) (△ 131)

3,379 2,769 △ 610

(3,379) (2,769) (△ 610)

3,075 4,585 1,510

(3,075) (4,585) (1,510)

2,200 2,600 400

(2,200) (2,600) (400)

38,485 38,485 0

(38,485) (38,485) (0)

21,342 18,860 △ 2,482

(21,342) (18,860) (△ 2,482)

12,476 2,013 △ 10,463

(12,476) (2,013) (△ 10,463)

4,160 4,102 △ 58

(4,160) (3,187) (△ 973)

10,901 10,738 △ 163

(10,901) (10,738) (△ 163)

6,930 6,808 △ 122

(6,930) (6,808) (△ 122)

1,804 1,177 △ 627

(1,804) (1,177) (△ 627)

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

2-3-3

2-3-3

2-3-325

24
新たな地域コミュニティ支援事
業

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

2-3-3

よどっこ子育て相談事業

22

2-3-3

2-3-3

2-3-3

23

27

乳幼児発達相談体制強化事
業

2-3-3

2-3-3

「淀川河川敷イベント」の開催
支援

28

29

LGBT支援事業

淀川区民のまつり

21

26

20

18

3

淀川区小学生補習充実事業

淀川区がん検診等受診促進
事業

児童・生徒の体力づくり支援
事業

4

2-3-3

2-3-3

訪問型病児保育（共済型）推
進事業

地域安全対策業務事業

2-3-3

2-3-3

8 2-3-3

5

11

2-3-3

2-3-3

2-3-3

10

14

13

9

7

担当課

19 2-3-3
青少年指導員・青少年福祉委
員活動の推進

市民協働課

市民協働課

淀川３区　防犯プロジェクト事
業

市民協働課1 2-3-3

保健福祉課
（子育て支援）

2-3-3
発達障がい児等子育て支援
事業

2-3-3

保健福祉課
（健康づくり）

保健福祉課
（子育て支援）

2 2-3-3
子どもの安全見守り等防犯事
業

6

保健福祉課
（保健福祉）

地域福祉活動推進事業

帰宅困難者対策事業 市民協働課

市民協働課

市民協働課
（教育支援）

保健福祉課
（子育て支援）

淀川区英語交流事業

淀川区障がい者就労支援事
業

2-3-3

市民協働課地域防災活動事業

青色防犯パトロール活動支援
事業

市民協働課

市民協働課
（教育支援）

生活困窮家庭の子どもへの学
習支援事業

保健福祉課
（保健福祉）

淀川区発達障がいサポート事
業

保健福祉課
（保健福祉）

市民協働課

市民協働課
（教育支援）

2-3-3
コミュニティ回収促進モデル事
業（よど☆エコ回収）

政策企画課

備  考

2-3-3

2-3-3

2-3-3

児童虐待及びDV対応ケース
ワーク業務の充実

保健福祉課
（子育て支援）

事  業  名

市民協働課

市民協働課

市民協働課
（教育支援）

市民協働課

市民協働課

市民協働課

市民協働課
市民協働型自転車利用適正
化事業

校庭等の芝生化事業

準行政的機能を担う地域活動
協議会を支援するための補助
事業

保健福祉課
（健康づくり）

12

15

16

市民協働課
（教育支援）

17

2-3-3
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(単位：千円)

通し 科目  27 年 度 28 年 度 増減

番号 (款-項-目) 当初① 予算② （②-①）

上段：歳  　出 　 額
(下段：所要一般財源)

担当課 備  考事  業  名

98 68 △ 30

(98) (68) (△ 30)

1,693 536 △ 1,157

(1,693) (536) (△ 1,157)

1,254 1,154 △ 100

(1,254) (1,154) (△ 100)

878 703 △ 175

(878) (703) (△ 175)

655 539 △ 116

(655) (539) (△ 116)

2,370 2,275 △ 95

(2,370) (2,275) (△ 95)

3,060 3,315 255

(3,060) (3,315) (255)

5,434 3,910 △ 1,524

(5,434) (3,910) (△ 1,524)

37,509 35,643 △ 1,866

(37,509) (35,643) (△ 1,866)

788 681 △ 107

(788) (681) (△ 107)

340 339 △ 1

(340) (339) (△ 1)

5,936 4,815 △ 1,121

(5,936) (4,815) (△ 1,121)

9,715 525 △ 9,190

(9,715) (525) (△ 9,190)

32,135 32,801 666

(32,063) (32,711) (648)

0 50,909 50,909

(0) (50,909) (50,909)

102,765 109,925 7,160

(102,003) (109,067) (7,064)

5,000 0 △ 5,000

(5,000) (0) (△ 5,000)

3,322 0 △ 3,322

(3,322) (0) (△ 3,322)

6,031 0 △ 6,031

(6,031) (0) (△ 6,031)

8,450 0 △ 8,450

(8,450) (0) (△ 8,450)

1,146 0 △ 1,146

(1,146) (0) (△ 1,146)

425 0 △ 425

(425) (0) (△ 425)

913 0 △ 913

(913) (0) (△ 913)

180 0 △ 180

(180) (0) (△ 180)

1,743 0 △ 1,743

(1,743) (0) (△ 1,743)

390,675 386,977 △ 3,698

(378,382) (378,021) (△ 361)

390,675 386,977 △ 3,698

(378,382) (378,021) (△ 361)

47 2-3-3 土嚢ステーション設置事業 市民協働課

49

52

2-3-3

2-3-3

48 2-3-3

淀川区学校サポート事業

総務課
政策企画課

独居高齢者等サポート事業

区まちづくり推進費計

所属計

46 2-3-3
駐車場安全見守り防犯カメラ
設置補助事業

市民協働課

2-3-3

2-3-3

　　

保健福祉課
（保健福祉）

市民協働課
（教育支援）

市民協働課
（教育支援）

地域課題解決に向けた区民
からの事業提案への補助事
業

中学生および３歳児の食育推
進事業

小学生の読書活動支援事業

区役所附設会館管理運営

夜間青色防犯パトロール事業

保健福祉課
（健康づくり）

市民協働課
（教育支援）

30 2-3-3 ものづくりの体験・交流事業

2-3-3
淀川区役所住民情報業務等
民間委託

淀川区役所運営事務経費

33

31

2-3-3

36

32

38

2-3-3

学校体育施設開放事業

35

2-3-3

2-3-3

夢ちゃん緑と花のまちづくり推
進事業

成人の日記念のつどい事業

2-3-3

もと淀川区役所等跡地活用検
討事業

広聴・広報情報発信事業

小学校区教育協議会-はぐく
みネット-事業

54 2-3-3

40

43

37

45 2-3-3

34

2-3-3

44

50 2-3-3

2-3-3

2-3-3

2-3-3

2-3-3

42 2-3-3

53

2-3-351

2-3-341

39

政策企画課

生涯学習ルーム事業

淀川区生涯学習推進事業

人権啓発推進事業

市民協働課

市民協働課
（教育支援）

市民協働課

区政会議運営事業

淀川区戦後70年記念DVD作
成事業

地域交通支援事業

政策企画課

窓口サービス課
（住民情報）

市民協働課

市民協働課
（教育支援）

ライフイベント事業

市民協働課
（教育支援）

市民協働課

政策企画課

窓口サービス課
（住民情報）

総務課など

政策企画課

市民協働課

市民協働課

市民協働課
（教育支援）
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