
（千円）

担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

総合政策部 企画課 ポイント事業経費 1,200 1,200

総合政策部 行革推進課 コールセンター関係経費 40,069 40,069

市民安全部 市民室 戸籍システム経費 254 254

市民安全部 市民活動課 メセナひらかた会館管理運営経費 4,005 4,005

市民安全部 市民活動課 サプリ村野ＮＰＯセンター管理運営経費 5,000 5,000

市民安全部 危機管理室 見舞金及び死亡弔慰金 3,000 3,000

市民安全部 危機管理室 防災備蓄倉庫管理経費 11,441 11,441

市民安全部 危機管理室 災害復旧経費 100,000 100,000

市民安全部 危機管理室 消火栓設置及び維持管理負担金 1,346 1,346

総務部 人事課 チャレンジ雇用人件費補助金 2,000 2,000

総務部 情報推進課 情報システム等管理・運用経費 1,896 1,896

財務部 財政課 財政調整基金積立金 1,455,974 1,455,974

財務部 財政課 地方公会計関係経費 432 432

財務部 財政課 情報システム等管理・運用経費 2,160 2,160

財務部 資産税課 災害対応経費 10,000 10,000

財務部 納税課 収納業務経費 44,000 44,000

産業文化部 商工振興課 公設市場管理経費 4,000 4,000

産業文化部 農業振興課 災害復旧経費 16,514 16,514

産業文化部 生涯学習課 生涯学習市民センター設備・機器等改修経費 21,760 21,760

健康部 国民健康保険室 国民健康保険特別会計への繰出金 11,369 11,369

健康部 国民健康保険室 後期高齢者医療特別会計への繰出金 5,881 5,881

健康部 国民健康保険室 後期高齢者医療事業経費 315,655 315,655

健康部 年金児童手当課 児童扶養手当法等の施行経費 2,036 2,036

健康部 年金児童手当課 児童手当法等の施行経費 3,143 3,143

健康部 年金児童手当課 国民年金システム管理経費 7,864 7,864

健康部 医療助成課 国庫負担金等償還金 24,493 24,493

健康部 医療助成課 医療助成電算システム運用経費 843 843

健康部 医療助成課 国庫負担金等償還金 6,155 6,155

健康部 保健予防課 国庫負担金等償還金 1,370 1,370

健康部 保健センター 国庫負担金等償還金 5,789 5,789

長寿社会部 長寿社会総務課 介護保険特別会計への繰出金 10,815 10,815

長寿社会部 長寿社会総務課 高齢者福祉システム経費 702 702

長寿社会部 長寿社会総務課 国庫負担金等償還金 6 6

長寿社会部 長寿社会総務課 災害復旧経費 18,998 18,998

福祉部 福祉総務課 総合福祉会館管理運営経費 2,000 2,000

福祉部 福祉総務課 国庫補助金償還金 68,731 68,731

福祉部 生活福祉室 生活保護法による扶助費 6,000 5,700

福祉部 障害福祉室 障害者（児）歯科診療事業補助金 2,500 2,500

福祉部 障害福祉室 国庫負担金等償還金 15,243 15,243

福祉部 障害福祉室 市立くすの木園管理運営経費 124 124

福祉部 障害福祉室 災害復旧経費 9,600 9,600
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担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

福祉部 障害福祉室 市立くすの木園民営化事業経費 3,606 3,606

子ども青少年部 子ども青少年政策課 青少年育成経費 929 929

子ども青少年部 子ども青少年政策課 子ども・子育て支援事業計画策定経費 2,000 2,000

子ども青少年部 子育て事業課 小規模保育事業経費 20,000 20,000

子ども青少年部 子育て事業課 私立保育所等経費 ▲ 125,545 ▲ 125,545

子ども青少年部 子育て事業課 公立保育所民営化事業経費 1,740 1,740

子ども青少年部 子育て事業課 保育システム管理経費 486 486

子ども青少年部 子育て事業課 国庫負担金等償還金 41,151 41,151

子ども青少年部 子育て事業課 災害復旧経費 24,000 24,000

子ども青少年部 子育て運営課 公立保育所運営経費 97,178 97,178

子ども青少年部 子育て運営課 施設管理運営経費 127 127

子ども青少年部 子育て運営課 保　育　費 150 150

子ども青少年部 子ども総合相談センター 家庭児童相談事業運営経費 47 47

子ども青少年部 子ども総合相談センター 子ども・若者育成事業経費 265 265

子ども青少年部 子ども総合相談センター 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計への繰出金 810 810

環境部 環境総務課 基本料金免除額相当分等補助金 3,598 3,598

環境部 環境総務課 災害廃棄物処理計画策定事業経費（安心安全基金繰入金分） 8,325 8,325

都市整備部 景観住宅整備課 まちづくり支援事業経費 300 0

都市整備部 景観住宅整備課 まちづくり事業経費 1,800 1,800

都市整備部 建築安全課 住宅・建築物耐震化促進事業経費 55,500 55,500

土木部 道路河川整備課 災害対応経費 10,000 10,000

土木部 みち・みどり室 災害復旧経費 174,500 174,500

土木部 交通対策課 災害復旧経費 10,000 10,000

総合教育部 まなび舎整備室 学校園施設改善事業経費 ▲ 6,600 ▲ 6,600

総合教育部 まなび舎整備室 学校園施設改善事業経費 10,000 10,000

総合教育部 まなび舎整備室 学校施設整備経費 ▲ 545,000 ▲ 545,000

総合教育部 まなび舎整備室 災害復旧経費 492,000 492,000

学校教育部 児童生徒支援室 運営経費 ▲ 4,000 ▲ 4,000

社会教育部 文化財課 枚方宿鍵屋資料館管理運営経費 5,290 0

社会教育部 文化財課 災害復旧経費 11,450 11,450

社会教育部 スポーツ振興課 災害復旧経費 8,900 8,900

社会教育部 中央図書館 施設維持補修経費 10,240 10,240

社会教育部 中央図書館 香里ケ丘図書館建替事業経費 200,000 200,000

農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地適正管理システム経費 162 162

※事業の内容については担当課へ、査定については財政課へお問い合わせください。

組織一覧（問い合わせ先）はこちらから

※この資料は、各会議での状況をお示ししたものです。

※調整中の事業については、査定額欄を「-」にしています。

http://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki_list.html

