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担当部 担当課 中事業名称 要求額 最新査定額

市長公室 広報課 市勢要覧発行経費 2,936 2,044

市民安全部 市民室 住民基本台帳事務経費 2,899 2,899

市民安全部 市民室 社会保障・税番号制度関係事務経費 2,370 0

市民安全部 市民室 国庫補助金償還金 1,310 1,310

市民安全部 危機管理室 耐震性貯水槽管理経費 1,140 1,140

市民安全部 危機管理室 消火栓設置及び維持管理負担金 ▲ 4,164 ▲ 4,164

市民安全部 危機管理室 新型インフルエンザ等対策事業経費 2,000 2,000

市民安全部 危機管理室 防災服購入経費（安心安全基金繰入金分） 9,016 6,362

市民安全部 危機管理室 避難所開設キット購入経費（安心安全基金繰入金分） 2,057 1,576

総合政策部 企画課 国庫補助金償還金 610 610

総合政策部 企画課 地方版総合戦略策定経費 314 314

総合政策部 財政課 財政調整基金積立金 1,006,429 1,006,429

総合政策部 財政課 情報システム等管理・運用経費 2,500 2,500

総合政策部 財政課 予　備　費 ▲ 1,253,291 ▲ 1,253,291

総務部 人事課 チャレンジ雇用人件費補助金 2,100 2,100

総務部 職員課 人事管理経費 43,376 43,376

総務部 総務管理課 車両購入経費 4,050 4,050

総務部 情報推進課 情報システム等管理・運用経費 1,100 1,100

財務部 税制課 各種委託料 3,504 3,504

財務部 納税課 収納業務経費 309 309

健康部 健康総務課 健康医療都市ひらかた推進事業経費 974 974

健康部 健康総務課 新型インフルエンザ等対策事業経費 195 195

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 1,942 1,942

健康部 国民健康保険室 後期高齢者医療事業経費 967,577 967,577

健康部 年金児童手当課 国民年金システム管理経費 7,480 7,480

健康部 保健企画課 国庫負担金等償還金 232 232

健康部 保健予防課 感染症予防対策経費 6,050 6,050

健康部 保健予防課 国庫負担金等償還金 8,777 8,777

健康部 保健センター 予防接種実施経費 3,560 3,560

健康部 保健センター 国庫負担金等償還金 5,117 5,117

福祉部 福祉総務課 総合福祉会館管理運営経費 21,000 21,000

福祉部 生活福祉室 生活保護システム運用経費 2,640 2,640

福祉部 障害福祉室 意思疎通支援事業経費 350 350

福祉部 障害福祉室 市立くすの木園民営化事業経費 2,063 2,063

福祉部 障害福祉室 共同生活援助支援事業経費 4,800 4,800

福祉部 障害福祉室 国庫負担金等償還金 70,720 70,720

福祉部 障害福祉室 市立くすの木園管理運営経費 108 108

子ども青少年部 子ども青少年政策課 青少年育成経費 630 630

子ども青少年部 子ども青少年政策課 子ども・若者育成事業経費 300 300

子ども青少年部 子育て事業課 私立保育所等経費 10,717 10,717

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 7,500 7,500

子ども青少年部 子育て運営課 公立保育所運営経費 147,419 147,419
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担当部 担当課 中事業名称 要求額 最新査定額

子ども青少年部 ひらかた子ども発達支援センター 施設運営経費 ▲ 5,666 ▲ 5,666

子ども青少年部 ひらかた子ども発達支援センター 車両購入経費 2,300 2,300

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 154 154

子ども青少年部 子ども総合相談センター 児童虐待防止ネットワーク事業経費 85 85

子ども青少年部 子ども総合相談センター ひとり親自立支援事業経費 6,665 6,665

環境部 環境総務課 水道事業会計への補助金 ▲ 1,676 ▲ 1,676

環境部 環境総務課 水道事業会計への負担金 316 316

環境部 減量業務室 車両購入経費 5,049 5,049

環境部 穂谷川清掃工場 ごみ処理（工場）経費（穂谷川清掃工場） 7,053 7,053

環境部 東部清掃工場 ごみ処理（工場）経費（東部清掃工場） 44,854 44,854

環境部 淀川衛生事業所 希釈放流経費 2,300 2,300

環境部 環境指導課 大気汚染測定局管理経費 35,430 35,430

長寿社会部 長寿社会総務課 楽寿荘管理運営経費 2,249 2,249

長寿社会部 長寿社会総務課 高齢者お出かけ推進事業経費 1,300 1,300

長寿社会部 長寿社会総務課 災害時要配慮者関係経費（福祉基金繰入金分） 325 325

土木部 土木政策課 北部別館維持管理経費 530 530

土木部 道路河川管理課 準用河川台帳作成経費 12,810 12,810

土木部 道路河川整備課 道路拡幅・改良事業費 ▲ 84,000 ▲ 84,000

土木部 みち・みどり室 各公園維持管理等経費 16,000 10,000

土木部 みち・みどり室 緑化推進事業経費 2,500 2,500

土木部 みち・みどり室 舗装長寿命化計画事業 38,000 38,000

土木部 みち・みどり室 王仁公園のあり方検討調査経費 4,500 4,200

土木部 交通対策課 自転車対策事業経費 1,980 1,980

土木部 交通対策課 有料自転車駐車場管理運営経費 3,000 3,000

総合教育部 まなび舎整備室 学校施設整備経費 10,890 10,890

総合教育部 おいしい給食課 運営経費 4,649 0

学校教育部 教育指導課 幼稚園保護者支援充実事業経費 16,393 16,393

学校教育部 児童生徒支援室 支援教育学校園支援事業経費 614 614

社会教育部 文化財課 文化財保護管理経費 310 310

社会教育部 中央図書館 香里ケ丘図書館建替事業経費 4,879 4,879

※この資料は、各会議での状況をお示ししたものです。

※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

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

