
（千円）

担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

危機管理部 危機管理政策課 防犯対策事業経費 12,863 12,863

危機管理部 危機管理政策課 消火栓設置及び維持管理負担金 ▲ 4,538 ▲ 4,538

市長公室 広報プロモーション課 ふるさと寄附金推進事業経費 8,933 8,933

市長公室 市民活動課 サプリ村野ＮＰＯセンター管理運営経費 862 862

総合政策部 財政課 国庫負担金等償還金 17 17

総合政策部 財政課 長期債繰上償還金 400,800 400,800

総合政策部 財政課 繰上償還加算金 7,264 7,264

総合政策部 財政課 財政調整基金積立金 1,687,019 1,687,019

総合政策部 財政課 予　備　費 ▲ 850,000 ▲ 850,000

総合政策部 DX推進課 端末・ネットワーク管理経費 5,068 5,068

総合政策部 DX推進課 情報システム等管理・運用経費 24,130 24,130

総合政策部 DX推進課 システム標準化・共通化対応経費 77,206 77,206

総合政策部 DX推進課 ＤＸ推進経費 5,720 5,720

総合政策部 政策推進課 企業版ふるさと納税等推進事業経費 1,100 1,100

市駅周辺まち活性化部 市駅周辺まち活性化部 枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業経費 770,930 770,930

市民生活部 地域サービス課 国庫負担金等償還金 7 7

市民生活部 国民健康保険課 国民健康保険特別会計への繰出金 ▲ 23,906 ▲ 23,906

市民生活部 後期高齢者医療課 後期高齢者医療事業経費 633,967 633,967

市民生活部 後期高齢者医療課 後期高齢者医療特別会計への繰出金 ▲ 614 ▲ 614

市民生活部 年金児童手当課 児童手当制度改正事業経費 3,005 3,005

市民生活部 年金児童手当課 国庫負担金等償還金 76,681 76,681

市民生活部 医療助成課 国庫負担金等償還金 13,700 13,700

市民生活部 市民税課 法人市民税・軽自動車税・市たばこ税・事業所税の賦課経費 1,551 1,551

市民生活部 債権回収課 債権回収対策事業経費 3,051 3,051

総務部 契約課 電子契約システム運用経費 726 726

総務部 総務管理課 庁舎管理経費 48,667 48,667

総務部 総務管理課 輝きプラザきらら施設管理経費 5,098 5,098

総務部 総務管理課 サプリ村野施設管理経費 1,915 1,915

観光にぎわい部 商工振興課 公設市場管理経費 4,400 4,400

観光にぎわい部 商工振興課 新型コロナウイルス感染症対策経費 4,754 4,754

観光にぎわい部 農業振興課 災害復旧経費 8,015 8,015

観光にぎわい部 文化生涯学習課 生涯学習市民センター管理運営経費 1,405 1,405

観光にぎわい部 スポーツ振興課 サプリ村野スポーツセンター管理運営経費 834 834

観光にぎわい部 スポーツ振興課 野外活動センター管理運営経費 1,782 1,782

健康福祉部 健康福祉政策課 福祉基金積立金 12,502 12,502

健康福祉部 長寿・介護保険課 公的介護施設等整備事業経費 105,309 105,309

健康福祉部 長寿・介護保険課 軽費老人ホーム事務費補助金 1,275 1,275

健康福祉部 長寿・介護保険課 シルバー作業所管理運営経費 788 788

健康福祉部 長寿・介護保険課 介護保険特別会計への繰出金 ▲ 2,093 ▲ 2,093

健康福祉部 母子保健課 予防接種実施経費 5,588 5,588

健康福祉部 母子保健課 保健センター管理運営経費 847 847

健康福祉部 保健医療課 感染症予防対策経費 524,331 524,331

健康福祉部 保健予防課 感染症予防対策経費 487,550 487,550

健康福祉部 保健予防課 国庫負担金等償還金 6,819 6,819

健康福祉部 障害企画課 新型コロナウイルス感染症対策経費 18,549 18,549
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担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

健康福祉部 障害企画課 国庫負担金等償還金 70,397 70,397

健康福祉部 新型コロナワクチン接種対策室 国庫負担金等償還金 2,742 2,742

子ども未来部 子ども青少年政策課 子どもの見守り推進事業経費 1,094 1,094

子ども未来部 子ども青少年政策課 枚方公園青少年センター管理運営経費 4,276 4,276

子ども未来部 私立保育幼稚園課 臨時保育室事業経費 18,521 18,521

子ども未来部 公立保育幼稚園課 公立保育所運営経費 446 446

子ども未来部 公立保育幼稚園課 幼保小の架け橋プログラム事業経費 881 881

子ども未来部 公立保育幼稚園課 幼稚園給食実施事業経費 2,900 2,900

子ども未来部 ひらかた子ども発達支援センター 施設運営経費 512 512

子ども未来部 子ども支援課 子育て短期支援事業経費 300 300

環境部 東部資源循環センター ごみ処理（工場）経費（東部清掃工場） 48,456 48,456

環境部 環境政策課 枚方市立やすらぎの杜経費 10,325 10,325

環境部 環境政策課 水道事業会計への補助金 1,389 1,389

環境部 環境政策課 水道事業会計への負担金 442 442

都市整備部 住宅まちづくり課 まちづくり事業経費 1,500 1,500

都市整備部 市街地開発課 連続立体交差事業関連まちづくり事業経費 142,917 142,917

都市整備部 施設計画課 庁舎管理経費 598 598

都市整備部 施設計画課 学校園施設改善事業経費 10,030 10,030

都市整備部 施設計画課 学校園施設改善事業経費 11,815 11,815

土木部 交通対策課 交通安全啓発事業経費 1,000 1,000

土木部 維持補修課 土木部中部別館維持管理経費 3,400 3,400

土木部 土木政策課 下水道事業会計への負担金 ▲ 37,618 ▲ 37,618

総合教育部 教育政策課 成人祭（はたちのつどい）実施経費 2,644 2,644

総合教育部 おいしい給食課 施設管理経費 ▲ 108,400 ▲ 108,400

総合教育部 新しい学校推進室 運営経費 233,132 233,132

総合教育部 新しい学校推進室 運営経費 100,087 100,087

総合教育部 中央図書館 中央図書館管理運営経費 8,661 8,661

学校教育部 放課後子ども課 運営経費 29,995 29,995

学校教育部 教育研修課 学校ＩＣＴ機器等整備事業経費 5,060 5,060

学校教育部 教育研修課 施設管理経費 2,437 2,437

※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

