
資料４

(単位：千円)

通し  29 年 度 30 年 度 増減

番号 当初予算① 要求額② （②-①）

1,168 1,145 △ 23
(421) (459) (38)
4,605 3,232 △ 1,373

(4,605) (3,232) (△ 1,373)
0 2,885 2,885

(0) (2,885) (2,885)
6,874 5,331 △ 1,543

(6,874) (5,331) (△ 1,543)
1,970 1,857 △ 113

(1,970) (1,857) (△ 113)
320 320 0

(320) (320) (0)
3,599 3,685 86

(3,599) (3,685) (86)
247 354 107

(247) (354) (107)
5,053 1,300 △ 3,753

(5,053) (1,300) (△ 3,753)
2,493 2,148 △ 345

(2,493) (2,148) (△ 345)
3,621 3,725 104

(3,621) (3,725) (104)
7,506 7,905 399

(2,918) (3,299) (381)
1,266 1,256 △ 10

(1,266) (1,256) (△ 10)
1,044 1,013 △ 31

(1,044) (1,013) (△ 31)
2,756 2,766 10

(2,756) (2,766) (10)
6,136 7,884 1,748

(3,068) (3,942) (874)
105 377 272

(105) (377) (272)
2,762 2,767 5

(2,762) (2,767) (5)
1,625 1,560 △ 65

(1,625) (1,560) (△ 65)
1,300 1,000 △ 300

(1,300) (1,000) (△ 300)
38,482 38,482 0

(38,482) (38,482) (0)
18,331 18,192 △ 139

(18,331) (18,192) (△ 139)
1,147 646 △ 501

(1,147) (646) (△ 501)
405 350 △ 55

(405) (350) (△ 55)
8,752 8,763 11

(8,752) (8,763) (11)
3,762 2,356 △ 1,406

(3,083) (2,356) (△ 727)
6,820 6,842 22

(6,820) (6,842) (22)
659 200 △ 459

(659) (200) (△ 459)
1,115 1,327 212

(1,115) (1,327) (212)
558 498 △ 60

(558) (498) (△ 60)
1,783 863 △ 920

(1,783) (863) (△ 920)
502 506 4

(502) (506) (4)

1 帰宅困難者対策事業 市民協働課 1-1-2

上段：歳  　出 　 額

(下段：所要一般財源)

事  業  名 担当課
2018年度運営方針

対応項目

4
子どもの安全見守り等防犯事

業
市民協働課 1-2-3

5 地域安全対策事業 市民協働課 1-2-2,3

2 地域防災活動事業 市民協働課 1-1-1,2

3
淀川区災害対策本部機能充

実事業
市民協働課 1-1-3

8 がん検診等受診促進事業
保健福祉課

（健康づくり）
－

9 英語交流事業
市民協働課

（教育支援）
2-1-3

6
青色防犯パトロール活動支援

事業
市民協働課 1-2-2

7 地域見守り活動サポート事業
保健福祉課

（保健福祉）
1-3-1

12
訪問型病児保育（共済型）

推進事業

保健福祉課

（子育て支援）
2-2-1

13
発達障がい児等子育て支援事

業

保健福祉課

（子育て支援）
2-2-2

10 淀川区小学生補習充実事業
市民協働課

（教育支援）
2-1-2

11
淀川区発達障がいサポート事

業

市民協働課

（教育支援）
－

16 子ども未来輝き事業
保健福祉課

（保健福祉）
2-1-8

17
淀川区精神障がい者就労支

援事業

保健福祉課

（保健福祉）
－

14 よどっこ子育て相談事業
保健福祉課

（子育て支援）
2-2-3

15
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）
－

20
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 3-1-2

21
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
市民協働課 3-1-2

18
乳幼児発達相談体制強化事

業

保健福祉課

（健康づくり）
－

19
青少年指導員・青少年福祉委

員活動の推進
市民協働課 －

24
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 －

25
市民協働型自転車利用適正

化事業
市民協働課 3-2-3

22
新たな地域コミュニティ支援事

業
市民協働課 3-2-1

23
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
市民協働課 3-2-1

28
「淀川河川敷イベント」の開催

支援
市民協働課 －

29 成人の日記念のつどい事業 市民協働課 －

26 LGBT支援事業 市民協働課 －

27 淀川区民のまつり 市民協働課 －

32 人権啓発推進事業
市民協働課

（教育支援）
－

30
夢ちゃん緑と花のまちづくり推進

事業
市民協働課 －

31 校庭等の芝生化事業
市民協働課

（教育支援）
－
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資料４
(単位：千円)

通し  29 年 度 30 年 度 増減

番号 当初予算① 要求額② （②-①）

上段：歳  　出 　 額

(下段：所要一般財源)

事  業  名 担当課
2018年度運営方針

対応項目

520 319 △ 201
(520) (319) (△ 201)
2,460 2,445 △ 15

(2,460) (2,445) (△ 15)
3,145 3,060 △ 85

(3,145) (3,060) (△ 85)
3,030 2,915 △ 115

(3,030) (2,915) (△ 115)
629 608 △ 21

(629) (608) (△ 21)
31,961 30,940 △ 1,021

(31,961) (30,940) (△ 1,021)
255 202 △ 53

(255) (202) (△ 53)
52,619 50,909 △ 1,710

(52,619) (50,909) (△ 1,710)
32,795 33,043 248

(32,721) (32,982) (261)
495 304 △ 191

(495) (304) (△ 191)
0 137 137

(0) (137) (137)
123,093 122,235 △ 858

(122,238) (121,349) (△ 889)
459 0 △ 459

(230) (0) (△ 230)
2,047 0 △ 2,047

(2,047) (0) (△ 2,047)
65 0 △ 65

(65) (0) (△ 65)
1,993 0 △ 1,993

(1,993) (0) (△ 1,993)
392,332 378,652 △ 13,680

(382,092) (368,471) (△ 15,171)
392,332 378,652 △ 13,680

(382,092) (368,471) (△ 15,171)
※具体的取組2-1-7,3-1-1,3-2-2については事務経費のみで運営しているため事業項目は無し

【参考】教育委員会事務局予算（淀川区分）
通し  29 年 度 30 年 度 増減

番号 当初予算① 要求額② （②-①）

2,383 1,494 △ 889
(2,323) (1,314) (△ 1,009)

0 2,395 2,395
(0) (2,395) (2,395)

1,718 1,746 28
(1,718) (1,746) (28)

2,044 632 △ 1,412
(2,044) (632) (△ 1,412)

【参考】区CM自由経費予算要求額 （前年度からの増減が大きい事業を抜粋）
通し  29 年 度 30 年 度 増減

番号 当初予算① 要求額② （②-①）

200,159 222,853 22,694
(128,624) (144,301) (15,677)

13,220 17,299 4,079
(10,457) (12,094) (1,637)

7,840 11,760 3,920
(5,227) (7,840) (2,613)

3 スクールカウンセラー事業 こども青少年局

区CM自由経費は局が

運営する事業のため、区

の運営方針には記載しな

い。

事  業  名 担当局
2018年度運営方針

対応項目

1 児童いきいき放課後事業 こども青少年局

2 障がい者相談支援事業 福祉局

33 淀川区生涯学習推進事業
市民協働課

（教育支援）
－

36 学校体育施設開放事業
市民協働課

（教育支援）
－

37 区政会議運営事業 政策企画課 4-1-3

34 生涯学習ルーム事業
市民協働課

（教育支援）
－

35
小学校区教育協議会-はぐくみ

ネット-事業

市民協働課

（教育支援）
－

40
淀川区役所住民情報業務等

民間委託

窓口サービス課

（住民情報）
－

41
区役所附設会館管理運営事

業
市民協働課 －

38 広聴・広報情報発信事業 政策企画課
4-1-1,2

4-2-1

39 ライフイベント事業
窓口サービス課

（住民情報）
－

44 淀川区役所運営事務経費 総務課など 全項目の事務経費

45 地域福祉活動推進事業
保健福祉課

（保健福祉）
－

42 地域交通支援事業 政策企画課 －

43
もと淀川区役所跡地等活用関

連経費
政策企画課 －

政策企画課 －

区まちづくり推進費計 －

46
児童・生徒の体力づくり支援事

業

市民協働課

（教育支援）
－

47 ものづくりの体験・交流事業 市民協働課 －

4
子どもの睡眠習慣改善支援事

業（ヨドネル）

市民協働課

（教育支援）
2-1-6

2
淀川区学力向上支援事業

（淀川漢字名人育成計画）

市民協働課

（教育支援）
2-1-4

3
児童・生徒の体力づくり支援事

業

市民協働課

（教育支援）
2-1-5

所属計 －

事  業  名 担当課
2018年度運営方針

対応項目

1
民間事業者を活用した課外授

業（ヨドジュク）

市民協働課

（教育支援）
2-1-1

48
「淀川・図書のまち」環境整備

事業
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