
（千円）

担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

危機管理室 危機管理室 見舞金及び死亡弔慰金 8,473 8,473

危機管理室 危機管理室 消防団員活動経費 980 980

危機管理室 危機管理室 防災行政無線経費 5,316 5,316

危機管理室 危機管理室 防災備蓄倉庫管理経費 16,023 16,023

危機管理室 危機管理室 防災啓発事業経費 3,030 3,030

危機管理室 危機管理室 防犯対策事業経費 131,083 125,206

危機管理室 危機管理室 安心安全基金積立金 40,317 40,317

危機管理室 危機管理室 移動系地域防災行政無線経費 2,041 2,041

危機管理室 危機管理室 災害復興支援基金積立金 100 100

危機管理室 危機管理室 地域防災計画修正等経費 13,966 13,966

危機管理室 危機管理室 災害対策本部整備事業経費 620 620

危機管理室 危機管理室 大阪府防災情報充実強化事業負担金 978 978

危機管理室 危機管理室 枚方寝屋川消防組合に対する負担金 4,317,823 4,317,823

危機管理室 危機管理室 消火栓設置及び維持管理負担金 30,480 30,480

危機管理室 危機管理室 止水板設置工事補助金 2,500 2,500

危機管理室 危機管理室 耐震性貯水槽管理経費 785 785

危機管理室 危機管理室 防災服購入経費 701 195

危機管理室 危機管理室 地域安心安全情報ネットワーク事業経費 618 618

危機管理室 危機管理室 指定避難所案内板更新事業経費 637 637

市民生活部 市民室 支所管理経費 24,657 24,657

市民生活部 市民室 支所管理経費 2,336 2,336

市民生活部 市民室 住民基本台帳事務経費 36,677 36,677

市民生活部 市民室 戸籍事務経費 396 396

市民生活部 市民室 住民基本台帳ネットワークシステム事業経費 6,397 6,397

市民生活部 市民室 戸籍システム経費 41,453 41,453

市民生活部 市民室 社会保障・税番号制度関係事務経費 372,378 372,378

市民生活部 市民室 おくやみコーナー運営事業経費 1,146 750

市民生活部 消費生活センター 計量事務経費 3,498 3,498

市民生活部 消費生活センター 地方消費者行政強化・推進事業補助金事業経費 1,960 1,960

市民生活部 国民健康保険室 国民健康保険特別会計への繰出金 3,797,164 3,173,177

市民生活部 国民健康保険室 後期高齢者医療特別会計への繰出金 1,313,673 1,313,673

市民生活部 国民健康保険室 後期高齢者医療事業経費 4,419,747 3,719,747

市民生活部 年金児童手当課 児童扶養手当等事業経費 1,787,318 1,787,318

市民生活部 年金児童手当課 児童手当等事業経費 5,570,876 5,570,876

市民生活部 年金児童手当課 国民年金システム管理経費 5,852 5,852

市民生活部 医療助成課 医療助成電算システム運用経費 858 858

市民生活部 医療助成課 母子保健事業経費 36,749 36,749

市民生活部 医療助成課 小児慢性特定疾病対策経費 148,318 148,318

市民生活部 医療助成課 国民健康保険・医療助成システム運用事業経費 26,518 26,518

市民生活部 医療助成課 老人医療一部負担金相当額等一部助成医療費負担金 1,215 1,215

市民生活部 医療助成課 審査支払手数料 35 35

市民生活部 医療助成課 重度障害者医療費負担金 1,028,264 1,028,264

市民生活部 医療助成課 審査支払手数料 14,266 14,266

市民生活部 医療助成課 子ども医療費負担金〔扶〕 1,390,838 1,390,838

市民生活部 医療助成課 審査支払手数料 42,362 42,362

令和４年度大阪府枚方市一般会計当初予算

都市経営会議（令和４年１月12・13日開催分）



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

市民生活部 医療助成課 ひとり親家庭医療費負担金 278,235 278,235

市民生活部 医療助成課 審査支払手数料 6,434 6,434

市民生活部 市民税課 各種負担金 1,000 1,000

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 1,856 1,856

市民生活部 市民税課 各種委託料 54,322 54,322

市民生活部 市民税課 ｅＬＴＡＸ運用経費 14,830 14,830

市民生活部 市民税課 システム機器賃借料 159,298 159,298

市民生活部 資産税課 固定資産税・都市計画税の賦課経費 97,865 97,865

市民生活部 納税課 収納業務経費 206,532 206,532

市民生活部 債権回収課 債権回収対策事業経費 113 63

市長公室 広報プロモーション課 広報活動経費 9,319 9,319

市長公室 広報プロモーション課 ホームページ経費 6,132 6,132

市長公室 広報プロモーション課 プロモーション活動経費 6,078 6,078

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 42,480 42,480

市長公室 市民活動課 自治会館建設補助等経費 54,800 54,800

市長公室 市民活動課 コミュニティ推進経費 56,552 56,552

市長公室 市民活動課 ＮＰＯ活動応援基金積立金 410 410

市長公室 市民活動課 ＮＰＯ活動応援経費 1,940 1,940

市長公室 市民活動課 新型コロナウイルス感染症対策経費 747 747

市長公室 人権政策室 （仮称）枚方市人権施策基本計画策定経費 1,515 1,515

総合政策部 企画政策室 まちづくり提案事業経費（こども夢基金繰入金分） 3,000 3,000

総合政策部 企画政策室 移動販売実証実験事業経費 2,628 2,628

総合政策部 財政課 財政調整基金積立金 485,213 485,213

総合政策部 財政課 施設保全整備基金積立金 355 355

総合政策部 財政課 情報システム等管理・運用経費 1,969 1,969

総合政策部 財政課 地方公会計関係経費 1,293 1,293

総合政策部 財政課 長期債償還金 11,018,338 11,018,338

総合政策部 財政課 長期債利子 552,946 551,512

総合政策部 財政課 予　備　費 150,000 150,000

総合政策部 ＩＣＴ戦略課 情報システム等管理・運用経費 74,324 74,324

総合政策部 ＩＣＴ戦略課 端末・ネットワーク管理経費 14,080 14,080

総合政策部 ＩＣＴ戦略課 社会保障・税番号制度事業費 8,114 8,114

総務部 総務管理室 不動産鑑定手数料 18,460 18,460

総務部 総務管理室 物件調査・補償金算定委託料 52,700 52,700

総務部 総務管理室 学校基本調査経費 33 33

総務部 総務管理室 経済センサス調査区管理経費 4 4

総務部 総務管理室 新型コロナウイルス感染症対策経費 747 747

総務部 総務管理室 就業構造基本調査経費 240 240

総務部 総務管理室 住宅・土地統計調査単位区設定経費 85 85

総務部 総務管理室 市制施行７５周年記念事業経費 4,900 4,900

総務部 総務管理室 電気自動車導入事業経費 4,955 2,180

総務部 総務管理室 庁舎管理経費 209,821 109,374

総務部 総務管理室 財産管理経費 6,638 6,638

総務部 総務管理室 市営住宅管理経費 17,857 17,857

総務部 総務管理室 事務機器管理経費 8,612 5,612

総務部 総務管理室 輝きプラザきらら施設管理経費 3,300 0

総務部 総務管理室 電動バイク管理経費 790 790



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

総務部 人事課 チャレンジ雇用人件費補助金 4,750 4,750

総務部 職員課 人事管理経費 20,735 20,735

総務部 コンプライアンス推進課 ファイリングシステム・執務環境改善事務経費 8,773 8,773

総務部 コンプライアンス推進課 文書管理経費 506 506

総務部 コンプライアンス推進課 法規事務経費 2,800 2,800

総務部 コンプライアンス推進課 行政資料コーナー運営経費 1,135 1,135

総務部 契約課 電子入札システム機能改良事業経費 2,090 2,090

子どもの育ち見守りセンター 子どもの育ち見守りセンター 子育て短期支援事業委託料 9,466 9,466

子どもの育ち見守りセンター 子どもの育ち見守りセンター 子どもを守る条例関係事業経費 3,058 3,058

子どもの育ち見守りセンター 子どもの育ち見守りセンター ひとり親家庭支援システム運営経費 1,964 1,964

子どもの育ち見守りセンター 子どもの育ち見守りセンター 里親普及促進事業経費 831 831

子どもの育ち見守りセンター 子どもの育ち見守りセンター 子どもの見守り推進事業経費 150 150

子どもの育ち見守りセンター 子どもの育ち見守りセンター 子ども見守りシステム運営経費 8,267 7,267

子どもの育ち見守りセンター 子どもの育ち見守りセンター ひとり親自立支援事業経費 35,430 35,430

子どもの育ち見守りセンター 子どもの育ち見守りセンター 子ども・若者育成事業経費 4,850 4,850

観光にぎわい部 商工振興課 商業振興対策事業経費 23,980 23,580

観光にぎわい部 商工振興課 工業振興対策事業経費 29,742 29,742

観光にぎわい部 商工振興課 日本商工会議所青年部全国会長研修会補助金 1,130 1,130

観光にぎわい部 商工振興課 雇用対策事業経費 450 450

観光にぎわい部 商工振興課 公設市場管理経費 136,395 117,475

観光にぎわい部 商工振興課 地域産業振興経費 6,000 6,000

観光にぎわい部 商工振興課 地域経済活性化基金積立金 825 825

観光にぎわい部 観光交流課 文化観光協会経費 16,400 16,400

観光にぎわい部 観光交流課 「マルシェ・ひらかた」実行委員会負担金 300 300

観光にぎわい部 観光交流課 交流人口拡大事業経費 1,000 1,000

観光にぎわい部 観光交流課 歴史的景観保全事業経費 1,000 1,000

観光にぎわい部 観光交流課 七夕関連事業経費（市制施行７５周年記念事業） 1,080 830

観光にぎわい部 観光交流課 施設使用料 2,025 2,025

観光にぎわい部 観光交流課 観光まちづくり推進事業経費 550 0

観光にぎわい部 観光交流課 市制施行記念競艇経費（市制施行７５周年記念事業） 40 40

観光にぎわい部 観光交流課 国内友好都市交流経費 825 825

観光にぎわい部 観光交流課 枚方市駅市民サービスセンター管理運営経費 58,324 57,124

観光にぎわい部 観光交流課 菊文化発信事業経費（市制施行７５周年記念事業） 2,897 2,897

観光にぎわい部 観光交流課 国際交流推進事業経費 1,700 1,700

観光にぎわい部 農業振興課 東部地域里山保全基金積立金 1,468 1,468

観光にぎわい部 農業振興課 多面的機能支払交付金事業経費 1,680 1,680

観光にぎわい部 農業振興課 農業次世代人材投資事業経費 4,500 4,500

観光にぎわい部 農業振興課 老朽ため池改修経費（安心安全基金繰入金分） 5,500 5,500

観光にぎわい部 農業振興課 森林環境基金積立金 42,304 42,304

観光にぎわい部 農業振興課 森林環境保全事業経費 18,000 18,000

観光にぎわい部 農業振興課 森林整備経費 2,200 2,200

観光にぎわい部 農業振興課 農業被害対策事業経費 1,500 1,500

観光にぎわい部 農業振興課 新規就農者育成事業経費 5,820 5,820

観光にぎわい部 文化生涯学習課 文化芸術創造拠点形成事業経費 31,543 31,543

観光にぎわい部 文化生涯学習課 市民会館維持管理経費 37,562 36,595

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 2,171 2,171

観光にぎわい部 文化生涯学習課 生涯学習市民センター設備・機器等改修経費 127,995 64,644



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

観光にぎわい部 文化生涯学習課 総合文化芸術センター管理運営経費 596,041 596,041

観光にぎわい部 文化財課 市指定文化財保護事業経費 83 83

観光にぎわい部 文化財課 埋蔵文化財発掘調査経費 19,356 19,356

観光にぎわい部 文化財課 枚方宿鍵屋資料館管理運営経費 4,602 102

観光にぎわい部 文化財課 市史等発行経費 320 320

観光にぎわい部 文化財課 文化財保護管理経費 14,899 14,899

観光にぎわい部 文化財課 元山田幼稚園施設文化財収蔵庫管理経費 253 253

観光にぎわい部 文化財課 旧田中家鋳物民俗資料館管理運営経費 10,000 10,000

観光にぎわい部 文化財課 特別史跡百済寺跡再整備事業経費 123,312 123,312

観光にぎわい部 文化財課 山田分室管理経費 32,366 1,366

観光にぎわい部 文化財課 文化財保存活用基金積立金 491 491

観光にぎわい部 スポーツ振興課 各種競技大会等事業経費 41,064 41,064

観光にぎわい部 スポーツ振興課 各種補助金 34,984 34,984

観光にぎわい部 スポーツ振興課 総合スポーツセンター管理運営経費 17,566 13,478

観光にぎわい部 スポーツ振興課 渚市民体育館管理運営経費 136,572 133,364

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 160,708 155,585

観光にぎわい部 スポーツ振興課 ゲートボール場維持管理経費 2,100 2,100

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 1,730 1,000

観光にぎわい部 スポーツ振興課 民間スポーツ施設開放事業経費 4,226 4,226

観光にぎわい部 スポーツ振興課 東部公園野球場管理運営経費 8,639 8,639

観光にぎわい部 スポーツ振興課 枚方市スポーツ推進計画事業経費 3,080 3,080

観光にぎわい部 スポーツ振興課 伊加賀スポーツセンター管理運営経費 1,762 1,162

健康福祉部 健康福祉総務課 災害時保健医療活動機器等備蓄経費（安心安全基金繰入金分） 2,167 2,167

健康福祉部 健康福祉総務課 災害保健医療対策訓練実施経費 230 230

健康福祉部 健康福祉総務課 新型インフルエンザ等対策事業経費 550 550

健康福祉部 健康福祉総務課 Ｓｍａｒｔ Ｗｅｌｌｎｅｓｓ Ｃｉｔｙ首長研究会・日本健幸都市連合関係経費 254 254

健康福祉部 健康福祉総務課 病院事業会計への負担金 1,498,994 1,498,994

健康福祉部 健康福祉総務課 骨髄バンクドナー支援事業経費 1,050 1,050

健康福祉部 健康福祉総務課 成年後見支援センター運営経費 43,454 43,454

健康福祉部 健康福祉総務課 ひらかた安心カプセル配付事業経費（安心安全基金繰入金分） 432 432

健康福祉部 健康福祉総務課 避難行動要支援者名簿システム管理経費 1,934 1,934

健康福祉部 健康福祉総務課 各種負担金 7,809 7,809

健康福祉部 健康福祉総務課 重層的支援体制整備事業経費 91,485 91,287

健康福祉部 健康福祉総務課 ポイント事業経費 38,265 37,120

健康福祉部 健康福祉総務課 民生委員経費 44,984 44,221

健康福祉部 健康福祉総務課 各種補助金（社会福祉協議会） 16,729 16,729

健康福祉部 健康福祉総務課 福祉基金積立金 4,491 4,491

健康福祉部 健康福祉総務課 総合福祉会館管理運営経費 194,696 75,073

健康福祉部 健康福祉総務課 救急医療経費 194,759 194,759

健康福祉部 健康福祉総務課 健康医療都市ひらかた推進事業経費 3,612 3,612

健康福祉部 健康福祉総務課 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）普及・啓発事業経費 2,187 2,187

健康福祉部 健康福祉総務課 新型コロナウイルス感染症対策応援基金積立金 17,334 17,334

健康福祉部 長寿・介護保険担当 公的介護施設等整備事業経費 767,567 767,567

健康福祉部 長寿・介護保険担当 軽費老人ホーム事務費補助金 210,000 210,000

健康福祉部 長寿・介護保険担当 指定管理施設改修経費 10,741 8,500

健康福祉部 長寿・介護保険担当 災害時要配慮者関係経費 677 677

健康福祉部 長寿・介護保険担当 高齢者お出かけ推進事業経費 1,560 1,560



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

健康福祉部 長寿・介護保険担当 新型コロナウイルス感染症対策経費 48,426 47,880

健康福祉部 長寿・介護保険担当 総合福祉センター管理運営経費 37,278 37,278

健康福祉部 長寿・介護保険担当 シルバー作業所管理運営経費 2,941 2,941

健康福祉部 長寿・介護保険担当 介護保険特別会計への繰出金 4,990,214 4,985,264

健康福祉部 長寿・介護保険担当 楽寿荘管理運営経費 9,469 1,019

健康福祉部 長寿・介護保険担当 高齢者福祉システム経費 880 880

健康福祉部 長寿・介護保険担当 日常生活用具給付費 99 99

健康福祉部 健康増進・介護予防担当 街かどデイハウス事業補助金 44,000 44,000

健康福祉部 健康増進・介護予防担当 後期高齢者の保健事業（一体的実施分）経費 9,135 9,135

健康福祉部 健康増進・介護予防担当 重層的支援体制整備事業経費 57,759 57,759

健康福祉部 健康増進・介護予防担当 食育推進事業経費 3,617 3,617

健康福祉部 健康増進・介護予防担当 地域保健対策推進事業経費 2,178 2,136

健康福祉部 母子保健担当 新型コロナウイルス感染症対策経費 4,325 4,325

健康福祉部 母子保健担当 予防接種実施経費 632,101 531,419

健康福祉部 母子保健担当 成人保健事業経費 10,343 10,343

健康福祉部 母子保健担当 がん対策事業経費 137,117 137,117

健康福祉部 母子保健担当 住民の健康づくり推進事業経費 5,677 5,540

健康福祉部 母子保健担当 保健センター管理運営経費 5,389 5,389

健康福祉部 母子保健担当 歯科口腔保健推進事業経費 11,681 11,681

健康福祉部 母子保健担当 母子保健事業経費 46,680 45,852

健康福祉部 母子保健担当 重層的支援体制整備事業経費 5,649 5,649

健康福祉部 保健医療課 感染症予防対策経費 309,537 309,537

健康福祉部 保健医療課 衛生統計調査経費 2,324 2,324

健康福祉部 保健医療課 自殺予防対策事業経費 2,367 2,367

健康福祉部 保健衛生課 犬登録・注射済票交付事業等経費 563 0

健康福祉部 保健衛生課 動物愛護基金積立金 3,000 3,000

健康福祉部 保健予防課 不育症治療費助成事業経費 2,240 2,240

健康福祉部 保健予防課 感染症予防対策経費 698,216 698,216

健康福祉部 保健予防課 特定不妊治療費助成事業経費 40,800 20,400

健康福祉部 健康福祉総合相談担当 重層的支援体制整備事業経費 1,658 1,658

健康福祉部 健康福祉総合相談担当 生活困窮者自立支援事業経費 59,340 49,887

健康福祉部 健康福祉総合相談担当 法外の扶助費 110 104

健康福祉部 健康福祉総合相談担当 厚生労働統計調査経費 168 168

健康福祉部 健康福祉総合相談担当 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金事業経費 475,495 475,495

健康福祉部 健康福祉総合相談担当 重層的支援体制整備事業経費 426,614 426,614

健康福祉部 健康福祉総合相談担当 老人ホーム入所等経費 61,018 57,692

健康福祉部 障害福祉担当 「福祉のてびき」作成経費 8,828 6,728

健康福祉部 障害福祉担当 障害介護給付費支払事務経費 5,702 5,702

健康福祉部 障害福祉担当 共同生活援助支援事業経費 45,197 45,197

健康福祉部 障害福祉担当 障害支援区分認定事業経費 9,646 9,646

健康福祉部 障害福祉担当 重症心身障害者宿泊訓練事業補助金 800 400

健康福祉部 障害福祉担当 障害者就労支援強化事業経費 2,890 2,890

健康福祉部 障害福祉担当 専門性の高い意思疎通支援事業経費 4,120 4,120

健康福祉部 障害福祉担当 社会福祉施設等整備費補助事業経費 65,410 65,410

健康福祉部 障害福祉担当 新型コロナウイルス感染症対策経費 1,092 546

健康福祉部 障害福祉担当 聴覚障害児における人工内耳音声信号装置等購入費助成事業経費 1,650 540

健康福祉部 障害福祉担当 手話通訳動画作成事業経費 2,103 526



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

健康福祉部 障害福祉担当 障害者社会参加支援事業経費 500 0

健康福祉部 障害福祉担当 市立障害者社会就労センター管理運営経費 410 0

健康福祉部 障害福祉担当 障害者雇用推進事業経費 480 160

健康福祉部 障害福祉担当 療養介護等事業経費 224,904 223,116

健康福祉部 障害福祉担当 短期入所（ショートステイ）事業経費 112,574 112,574

健康福祉部 障害福祉担当 基準該当障害福祉サービス事業経費 42,842 42,842

健康福祉部 障害福祉担当 意思疎通支援事業経費 6,609 6,429

健康福祉部 障害福祉担当 生活支援事業経費 4,013 4,013

健康福祉部 障害福祉担当 自立支援医療費 596,612 590,612

健康福祉部 障害福祉担当 特別障害者手当等給付事業経費 261,961 247,102

健康福祉部 障害福祉担当 成年後見制度利用支援事業経費 7,082 2,330

健康福祉部 障害福祉担当 障害福祉システム管理経費 14,894 14,894

健康福祉部 障害福祉担当 くすの木園民営化事業経費 3,800 3,800

健康福祉部 障害福祉担当 災害時要配慮者関係経費 6,882 282

健康福祉部 障害福祉担当 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業経費〔扶〕 349 349

健康福祉部 障害福祉担当 高額障害福祉サービス事業経費 6,339 6,339

健康福祉部 障害福祉担当 行動援護事業経費 21,656 21,656

健康福祉部 障害福祉担当 重度障害者等包括支援事業経費 10 10

健康福祉部 障害福祉担当 日常生活用具給付等事業経費 107,696 104,019

健康福祉部 障害福祉担当 補装具給付事業経費 121,035 99,954

健康福祉部 障害福祉担当 居宅介護（ホームヘルプサービス）事業経費 2,145,279 2,103,976

健康福祉部 障害福祉担当 重度訪問介護事業経費 322,102 310,326

健康福祉部 障害福祉担当 生活介護事業経費 2,632,739 2,632,739

健康福祉部 障害福祉担当 自立訓練等事業経費 91,103 87,139

健康福祉部 障害福祉担当 施設入所支援事業経費 305,049 305,049

健康福祉部 障害福祉担当 共同生活援助（グループホーム）事業経費 1,225,087 1,123,845

健康福祉部 障害福祉担当 特定障害者特別給付事業経費 76,139 71,089

健康福祉部 障害福祉担当 就労移行支援事業経費 350,224 350,224

健康福祉部 障害福祉担当 就労継続支援事業経費 1,544,719 1,544,719

健康福祉部 障害福祉担当 移動支援（ガイドヘルプサービス）事業経費 418,927 303,135

健康福祉部 障害福祉担当 日中一時支援事業経費 101,047 87,878

健康福祉部 障害福祉担当 障害者相談支援事業経費 21,209 21,209

健康福祉部 障害福祉担当 障害者施設入所措置費〔扶〕 116 116

健康福祉部 障害福祉担当 同行援護事業経費 85,047 85,047

健康福祉部 障害福祉担当 障害児通所支援事業経費 2,148,852 2,069,183

健康福祉部 障害福祉担当 障害児相談支援事業経費 12,987 12,987

健康福祉部 障害福祉担当 就労定着支援事業経費 24,042 23,410

健康福祉部 障害福祉担当 自立生活援助事業経費 10 10

健康福祉部 障害福祉担当 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業経費 16,588 7,176

健康福祉部 障害福祉担当 重層的支援体制整備事業経費 165,000 165,000

健康福祉部 生活福祉担当 生活保護法による扶助費 13,461,664 13,363,277

健康福祉部 生活福祉担当 中国残留邦人等各種生活支援給付費 63,949 63,949

健康福祉部 生活福祉担当 大阪府社会保険診療報酬支払基金医療券審査支払手数料 11,187 11,187

健康福祉部 生活福祉担当 大阪府国民健康保険団体連合会介護券審査支払手数料 6,359 6,359

健康福祉部 生活福祉担当 居宅介護扶助適正化事業経費 1,241 1,241

健康福祉部 生活福祉担当 法外の扶助費 80 80

健康福祉部 生活福祉担当 被保護者等緊急貸付金 1,200 1,200



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

健康福祉部 生活福祉担当 子どもの塾代等助成事業 48,000 0

健康福祉部 生活福祉担当 生活保護システム運用経費 1,990 1,990

健康福祉部 生活福祉担当 被保護者就労支援事業経費 7,424 7,424

健康福祉部 新型コロナワクチン接種対策室 新型コロナウイルス感染症対策経費 1,425,934 1,425,934

子ども未来部 子ども青少年政策課 子ども・若者育成事業経費 169,458 127,458

子ども未来部 子ども青少年政策課 新成人啓発事業経費 282 282

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青年文化事業実施経費 382 382

子ども未来部 私立保育幼稚園課 私立幼稚園等経費 131,815 131,815

子ども未来部 私立保育幼稚園課 子育て支援施設等経費 53,087 53,087

子ども未来部 私立保育幼稚園課 新型コロナウイルス感染症対策経費 47,803 47,803

子ども未来部 私立保育幼稚園課 国庫負担金等償還金 2,520 2,520

子ども未来部 私立保育幼稚園課 私立幼稚園一時預かり事業補助金 10,723 10,723

子ども未来部 私立保育幼稚園課 保育所等研修経費 5,950 5,950

子ども未来部 私立保育幼稚園課 私立幼稚園事業経費 18,402 18,402

子ども未来部 私立保育幼稚園課 保育士等就職支援センター事業経費 390 390

子ども未来部 私立保育幼稚園課 幼児教育・保育無償化対応事業経費 8 8

子ども未来部 私立保育幼稚園課 新型コロナウイルス感染症対策経費 300 300

子ども未来部 私立保育幼稚園課 新型コロナウイルス感染症対策経費 57 57

子ども未来部 私立保育幼稚園課 臨時保育室事業経費 7,780 7,780

子ども未来部 私立保育幼稚園課 私立保育所等経費 11,237,901 11,235,429

子ども未来部 私立保育幼稚園課 病児保育経費 59,629 59,629

子ども未来部 私立保育幼稚園課 多胎児家庭育児支援事業経費 1,200 1,200

子ども未来部 私立保育幼稚園課 ファミリーサポートセンター事業経費 11,219 11,219

子ども未来部 私立保育幼稚園課 幼稚園等幼児教育充実事業経費 6,000 6,000

子ども未来部 私立保育幼稚園課 小規模保育事業経費 410,828 410,828

子ども未来部 私立保育幼稚園課 公立保育所民営化事業経費 129,150 129,150

子ども未来部 私立保育幼稚園課 重層的支援体制整備事業経費 19,830 19,830

子ども未来部 私立保育幼稚園課 重層的支援体制整備事業経費 40,800 40,800

子ども未来部 公立保育幼稚園課 新型コロナウイルス感染症対策経費 7,000 7,000

子ども未来部 公立保育幼稚園課 新型コロナウイルス感染症対策経費 3,000 3,000

子ども未来部 公立保育幼稚園課 車両購入経費 1,628 0

子ども未来部 公立保育幼稚園課 幼稚園ＩＣＴ整備等事業経費 4,068 4,068

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 11,731 11,731

子ども未来部 公立保育幼稚園課 公立保育所管理経費 68,401 29,194

子ども未来部 公立保育幼稚園課 公立保育所運営経費 7,800 7,800

子ども未来部 公立保育幼稚園課 施設管理経費 1,105 1,105

子ども未来部 公立保育幼稚園課 運営経費 7,500 7,500

子ども未来部 公立保育幼稚園課 学校園施設改善事業経費 96,583 47,525

子ども未来部 公立保育幼稚園課 小規模保育事業経費 4,000 4,000

子ども未来部 公立保育幼稚園課 臨時保育室事業経費 15,292 15,292

子ども未来部 保育幼稚園入園課 私立幼稚園等経費 704,873 704,873

子ども未来部 保育幼稚園入園課 子育て支援施設等経費 23,707 23,707

子ども未来部 保育幼稚園入園課 幼児教育・保育無償化対応事業経費 519 519

子ども未来部 保育幼稚園入園課 各種補助金 44,325 44,325

子ども未来部 保育幼稚園入園課 保育システム管理経費 880 880

子ども未来部 ひらかた子ども発達支援センター 新型コロナウイルス感染症対策経費 38 38

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 13,232 12,815



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

子ども未来部 ひらかた子ども発達支援センター 施設管理経費 7,893 7,893

環境部 環境指導課 公害調査・指導経費 1,530 1,530

環境部 環境指導課 大気汚染測定局管理経費 18,433 18,433

環境部 環境指導課 大気質等測定局管理基金積立金 160 160

環境部 環境指導課 施設管理経費 253 253

環境部 減量業務室 車両購入経費 1,742 1,742

環境部 減量業務室 新型コロナウイルス感染症対策経費 7,252 7,252

環境部 減量業務室 ごみ収集経費 1,042,666 1,042,666

環境部 穂谷川清掃工場担当 資源物リサイクル事業経費 14,712 14,712

環境部 穂谷川清掃工場担当 ごみ処理（工場）経費（穂谷川清掃工場） 516,005 516,005

環境部 穂谷川清掃工場担当 管理棟管理経費 34,816 31,821

環境部 穂谷川清掃工場担当 各種負担金 16,153 16,153

環境部 東部清掃工場担当 枚方京田辺環境施設組合負担金 96,790 96,790

環境部 東部清掃工場担当 車両購入経費 8,800 0

環境部 東部清掃工場担当 最終処分場管理経費 20,221 20,221

環境部 東部清掃工場担当 ごみ処理（工場）経費（東部清掃工場） 2,057,718 2,056,118

環境部 東部清掃工場担当 資源物リサイクル事業経費 2,150 2,150

環境部 淀川衛生事業所担当 希釈放流経費 281,467 223,223

環境部 環境政策室 北河内広域リサイクル共同処理事業負担金 189,586 189,586

環境部 環境政策室 水道事業会計への補助金 106,513 106,513

環境部 環境政策室 スマートライフ推進基金積立金 23,262 23,262

環境部 環境政策室 水道事業会計への負担金 4,357 4,357

環境部 環境政策室 地球温暖化対策実行計画策定事業経費 678 512

環境部 環境政策室 自然環境調査事業経費 8,479 8,479

環境部 環境政策室 枚方市立やすらぎの杜経費 95,967 87,624

都市整備部 住宅まちづくり課 建築指導行政経費 3,600 3,600

都市整備部 住宅まちづくり課 住宅・建築物耐震化促進事業経費 62,675 62,675

都市整備部 住宅まちづくり課 まちづくり支援事業経費 10,000 10,000

都市整備部 住宅まちづくり課 歴史的景観保全事業経費 8,000 8,000

都市整備部 住宅まちづくり課 まちづくり事業経費 37,300 37,300

都市整備部 開発調整課 建築指導行政経費 26,339 26,339

都市整備部 審査指導課 建築指導行政経費 687 687

都市整備部 市街地整備室 連続立体交差事業関連まちづくり事業経費 2,046,333 2,046,333

都市整備部 市街地整備室 京阪本線連続立体交差事業経費 3,031,362 3,031,362

都市整備部 市街地整備室 連続立体交差事業促進事務所管理経費 3,908 3,031

都市整備部 市街地整備室 車両管理経費 130 120

都市整備部 施設整備室 禁野小学校整備事業経費 220,201 220,201

都市整備部 施設整備室 学校空調設備整備事業経費 910,250 910,250

都市整備部 施設整備室 学校空調設備整備事業経費 52,615 52,615

都市整備部 施設整備室 車両購入経費 1,849 0

都市整備部 施設整備室 教室整備事業経費 25,032 25,032

都市整備部 施設整備室 施設管理経費 15,009 15,009

都市整備部 施設整備室 施設管理経費 7,216 7,216

都市整備部 施設整備室 学校園施設改善事業経費 654,557 560,180

都市整備部 施設整備室 学校園施設改善事業経費 376,095 335,556

市駅周辺等まち活性化部 市駅周辺等まち活性化部 枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業経費 860,390 860,390

土木部 道路河川管理課 道路橋梁事務管理経費 3,562 3,562



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

土木部 道路河川管理課 道路管理経費 28,500 28,500

土木部 交通対策課 生活ゾーン交通安全対策経費 4,000 4,000

土木部 交通対策課 地域公共交通利用環境整備事業経費 65,000 65,000

土木部 交通対策課 光善寺東自転車駐車場撤去工事費 14,500 14,500

土木部 交通対策課 自転車対策事業経費 2,970 2,970

土木部 交通対策課 有料自転車駐車場管理運営経費 19,120 16,320

土木部 交通対策課 交通安全対策経費 53,000 53,000

土木部 みち・みどり室 車塚公園整備事業費 27,284 27,284

土木部 みち・みどり室 舗装長寿命化計画事業経費 68,000 68,000

土木部 みち・みどり室 橋梁修繕・補強事業経費 13,000 13,000

土木部 みち・みどり室 花と緑のまちづくり基金積立金 6,758 6,758

土木部 みち・みどり室 花と緑のまちづくり事業経費 1,000 1,000

土木部 みち・みどり室 有料施設運営経費 500 500

土木部 みち・みどり室 香里ケ丘中央公園みどりの広場運営経費 1,858 1,858

土木部 みち・みどり室 車両購入経費 10,533 0

土木部 みち・みどり室 車両購入経費 8,728 8,728

土木部 みち・みどり室 香里ケ丘中央公園維持管理経費 8,600 0

土木部 みち・みどり室 交北公園井戸ポンプ更新事業経費 4,000 4,000

土木部 みち・みどり室 新名神高速道路事業に係る公園・緑地整備事業経費 10,000 10,000

土木部 みち・みどり室 公園施設長寿命化計画策定事業経費 20,000 20,000

土木部 みち・みどり室 枚方市駅南口エスカレーター改修事業経費 45,642 0

土木部 みち・みどり室 土木部中部別館維持管理経費 2,891 2,891

土木部 みち・みどり室 王仁公園プール管理運営経費 17,658 5,000

土木部 みち・みどり室 各公園維持管理等経費 25,545 19,400

土木部 みち・みどり室 道路管理経費 5,594 5,594

土木部 みち・みどり室 主要道路リフレッシュ整備事業経費 120,000 120,000

土木部 みち・みどり室 緑化推進事業経費 17,666 17,666

土木部 みち・みどり室 都市公園有料施設管理運営経費 30,756 30,756

土木部 みち・みどり室 鏡伝池緑地管理事業経費 53,542 46,640

土木部 道路河川整備課 道路拡幅・改良事業費 156,800 156,800

土木部 道路河川整備課 楠葉中宮線整備事業費 10,679 10,679

土木部 道路河川整備課 牧野長尾線整備事業費 492,000 492,000

土木部 道路河川整備課 御殿山小倉線整備事業費 341,200 341,200

土木部 道路河川整備課 中振交野線整備事業費 50,000 50,000

土木部 道路河川整備課 長尾杉線整備事業費 665,510 665,510

土木部 道路河川整備課 枚方市駅周辺再整備ビジョン推進事業経費 167,000 167,000

土木部 用地課 牧野高槻線及び京都守口線整備事業関連経費 688,981 688,981

土木部 土木政策課 下水道事業会計への負担金 4,675,558 4,675,558

土木部 土木政策課 下水道事業会計への補助金 131,699 131,699

土木部 土木政策課 東部公園アクセス道路安全対策事業経費 10,500 0

土木部 土木政策課 土砂災害特別警戒区域内既存家屋移転・補強事業経費 6,111 6,111

土木部 土木政策課 地域支援・自主運行型コミュニティ交通システムモデル事業経費 1,180 1,180

土木部 土木政策課 北部別館維持管理経費 600 0

土木部 土木政策課 枚方市鉄道駅バリアフリー化設備整備費補助事業経費 6,379 6,379

総合教育部 教育政策課 車両購入経費 9,253 2,281

総合教育部 おいしい給食課 施設管理経費 250,344 240,446

総合教育部 おいしい給食課 第一学校給食共同調理場運営経費 509,677 509,677



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

総合教育部 新しい学校推進室 新型コロナウイルス感染症対策経費 22,762 22,762

総合教育部 新しい学校推進室 新型コロナウイルス感染症対策経費 54,169 54,169

総合教育部 新しい学校推進室 運営経費 20,952 20,952

総合教育部 新しい学校推進室 運営経費 9,048 9,048

総合教育部 新しい学校推進室 学校水泳授業民間活用事業経費 26,800 26,800

総合教育部 中央図書館 分館（７カ所）管理運営経費 7,046 7,046

総合教育部 中央図書館 分室（７カ所）管理運営経費 473 473

総合教育部 中央図書館 図書館資料購入経費 30,000 15,000

総合教育部 中央図書館 施設維持補修経費 151,205 122,249

総合教育部 中央図書館 図書館オンラインシステム運営経費 3,844 874

総合教育部 中央図書館 中央図書館管理運営経費 3,215 3,215

学校教育部 教育支援室 就学援助費 345,419 345,419

学校教育部 教育支援室 学校病治療費〔扶〕 5,690 5,690

学校教育部 教育支援室 学校病治療費〔扶〕 2,249 2,249

学校教育部 教育支援室 新型コロナウイルス感染症対策経費 12,369 12,369

学校教育部 教育支援室 医療的ケア運営経費 1,891 1,891

学校教育部 教育支援室 運営経費 115,870 115,870

学校教育部 教育支援室 就学援助費 202,492 202,492

学校教育部 教職員担当 教職員出退勤システム経費 6,420 6,420

学校教育部 教育研修担当 授業目的公衆送信補償経費 4 4

学校教育部 教育研修担当 授業目的公衆送信補償経費 2,655 2,655

学校教育部 教育研修担当 授業目的公衆送信補償経費 2,057 2,057

学校教育部 教育研修担当 学校ブログ情報発信事業経費 6,299 6,299

学校教育部 教育研修担当 校務の情報化推進事業経費 6,116 6,116

学校教育部 教育研修担当 施設管理経費 16,465 13,123

学校教育部 教育研修担当 校務用ＩＣＴ機器等管理運営経費 14,763 14,763

学校教育部 教育研修担当 学校ＩＣＴ機器等整備事業経費 402,015 402,015

学校教育部 教育研修担当 学校ＩＣＴ機器等整備事業経費 216,357 216,357

学校教育部 教育研修担当 学校ＩＣＴ機器等整備事業経費 19,246 19,246

学校教育部 教育指導担当 コミュニティ・スクール推進事業経費 440 440

学校教育部 教育指導担当 新型コロナウイルス感染症対策経費 8,000 8,000

学校教育部 教育指導担当 デジタル副読本「わたしたちのまち枚方」システム保守運用事業経費 1,584 1,584

学校教育部 教育指導担当 学校園活性化事業経費 5,122 5,122

学校教育部 教育指導担当 英語教育推進事業経費 17,989 17,989

学校教育部 教育指導担当 学力向上推進事業経費 43,548 43,548

会計課 会計課 一時借入金利子 5,118 5,118

市議会事務局 市議会事務局 活動経費 190 190

市議会事務局 市議会事務局 各種負担金 40 40

市議会事務局 市議会事務局 議会会議システム経費 786 786

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 在外選挙事務経費 15 15

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 投票事務経費 14,290 14,290

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 開票事務経費 11,571 11,571

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 臨時啓発経費 591 591

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 入場整理券発送経費 16,918 16,918

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 ポスター掲示場経費 13,090 13,090

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 期日前投票・不在者投票事務経費 12,537 12,537

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 個人演説会会場使用料 250 250



担当部 担当課 事業名 要求額 査定額

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙公報発行経費 5,500 5,500

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 投票事務経費 7,628 7,628

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 開票事務経費 9,871 9,871

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 臨時啓発経費 943 943

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 入場整理券発送経費 1,500 1,500

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 ポスター掲示場経費 24,045 24,045

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 期日前投票・不在者投票事務経費 628 628

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 投票事務経費 4,613 4,613

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 開票事務経費 2,774 2,774

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 臨時啓発経費 292 292

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 入場整理券発送経費 8,459 8,459

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 ポスター掲示場経費 3,923 3,923

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 期日前投票・不在者投票事務経費 5,531 5,531

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 個人演説会会場使用料 250 250

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙公報発行経費 250 250

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 投票事務経費 4,613 4,613

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 開票事務経費 2,774 2,774

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 臨時啓発経費 292 292

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 入場整理券発送経費 8,459 8,459

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 ポスター掲示場経費 3,923 3,923

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 期日前投票・不在者投票事務経費 312 312

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙公報発行経費 250 250

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 明るい選挙推進経費 25 25

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙人名簿管理システム経費 673 673

※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

