
14．平成20年度（2008年度）主要事務事業と予算の執行実績

（款）１．議会費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.議会費  1.議会費 議会だよりの発 1,902,000 1,431,249 一般財源 　議会の活動状況を市民に周知するために「議会だより」を作成し

行・配布 1,431,249 ました。（広報おおさかさやまに併載）

本会議録画映像 一般財源 　市民に議会への関心を持ってもらうために、議会の情報を公開す

インタ－ネット 126,000 106,050 106,050 る手段として本議会での模様を録画し、身近なインタ－ネットで映

配信 像を配信しました。

（款）２．総務費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.総務管理費  4.広報広聴費 広報広聴事業 14,099,000 11,823,539 その他財源 　広報誌を毎月1回1日付けで発行しました。（A4変形判）

1,034,659 　発行部数は25,300部で市内全世帯と各事業所に配布しました。

一般財源

10,788,880

5.企画費 広域行政推進事 234,000 98,346 一般財源 　南河内地域における広域行政の推進を図るため、南河内6市2町1

業 98,346 村で構成する南河内地域広域行政推進協議会において、南河内地域

の観光について阪南大学と共同研究を実施しました。

一　般　会　計
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.総務管理費 5.企画費 行財政改革推進 31,000 11,246 一般財源 　公募市民や学識経験者9名で構成する大阪狭山市行財政改革評価

事業 11,246 委員会により、集中改革プラン及び大阪狭山市行財政改革施策別計

画の平成19年度実績に対する評価を受けました。

自治基本条例策 150,000 55,767 一般財源 　公募市民、学識経験者による「市民自治を考える懇話会」を計5

定事業 55,767 回（全24回）開催し、まちづくりの基本理念や市民自治の基本を定

めた「（仮称）自治基本条例」の制定に向けた提言をいただきまし

た。

地域協議会事業 500,000 238,826 一般財源 　各中学校区のまちづくり円卓会議の設立に向けた支援を行うとと

238,826 もに、平成２１年２月に設立されました南中学校区地域コミュニテ

ィ円卓会議に運営費補助金を交付しました。

エコアクション 1,410,000 812,207 一般財源 　市役所本庁舎及び消防本部庁舎において環境マネジメントシステ

21認証取得事業 812,207 ムの1つであるエコアクション21の認証及び登録にかかる申請を行

い、平成21年3月に認証及び登録が承認されました。

第四次総合計画 3,000,000 2,909,280 一般財源 　市民が中心となって「まちづくり市民会議」を計12回開催し、第

策定事業 2,909,280 四次大阪狭山市総合計画の策定に向けた提言をいただきました。

 8.庁舎管理費 庁舎管理事業 11,075,000 11,034,450 府支出金 　音響設備等の老朽化によるトラブルを解消し円滑な議会運営を

（工事費） 1,000,000 行うため、議場の音響設備を更新しました。

一般財源 　電算室の室温管理を適切に行い、サーバーなどＯＡ機器が安全

10,034,450 に稼働できるよう、空調設備の取替を行いました。

・庁舎議場音響設備等改修工事　　       9,828,000円

・庁舎電算室空調設備取替工事　　  　　 1,116,150円

・その他工事　　　　　　 1件　　　　　　　90,300円
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.総務管理費 13.自治推進費 相談対策事業 1,843,000 1,803,610 一般財源 ・無料法律相談　　法律相談に応じました。(相談件数　277件)

1,803,610 ・司法書士無料法律相談　　法律相談に応じました。(相談件数　

 60件)

・各種市民相談に応じました。

地域力活性化支 2,800,000 2,611,000 一般財源 　地域が持つ活力の活性化を図り、市民との協働による安全なま

援事業 2,611,000 ちづくりを推進することを目的に補助金を交付しました。

市民活動支援セ 7,647,000 7,646,450 一般財源 　市民活動支援センター事業を市民主体で運営するため事業委託と

ンター事業 7,646,450 事業補助を併用し、自主的な市民活動を支援するとともに、市民協

働を推進するためのさまざまな事業を実施しました。

市民公益活動促 1,887,000 1,070,000 一般財源   市民公益活動を促進するため、公募により選考した市民公益活動

進補助事業 1,070,000 団体が行う事業に補助金を交付しました。

狭山池まつり補 3,200,000 3,200,000 一般財源 　市のシンボルである狭山池において市民による市民のための狭山

助事業 3,200,000 池まつり事業を行う狭山池まつり実行委員会に対し、補助金を交付

しました。

14.文化振興費 指定管理料 149,000,000 149,000,000 一般財源 　文化会館の管理運営に関する基本協定及び年度協定に基づき、指

149,000,000 定管理者が次の業務を行いました。

主な業務内容

・施設及び設備の維持管理に関する業務

・使用の許可に関する業務

・市民の文化の創造及び振興のため実施する事業に関する業務
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.総務管理費 14.文化振興費 文化会館改修事 2,103,000 2,102,100 一般財源 　施設の経年劣化に伴い、コンベンションホールの音響設備の改修

業 2,102,100 工事を行いました。

文化振興事業 2,000,000 1,231,000 一般財源 　文化会館を拠点に市民団体が行う文化活動を支援し、文化会館の

1,231,000 活性化と市民文化の振興を図るため、文化振興事業団に対し、補助

金を交付しました。

16.防犯対策費 金剛駅西口地域 1,650,000 1,610,770 一般財源 　市民と行政との協働による安全で安心して暮らせるまちづくりを

防犯ステーショ 1,610,770 進めるため、防犯ボランティア団体に金剛駅西口地域防犯ステーシ

ン事業 ョンの運営を委託しました。

防犯委員会助成 1,416,000 1,395,000 一般財源 　地域における防犯活動を積極的に推進することにより、各種犯罪

事業 1,395,000 の防止を図り、市民の安全で安心して暮らせるまちづくりを支援す

るため、助成金を交付しました。

防犯対策事業 1,469,000 980,700 一般財源 　学校と地域の安全を守るため、パトロール用の電動自転車を全小

980,700 学校に各2台配置しました。

地域防犯ステー 1,520,000 245,506 一般財源 　小学校の余裕教室などを地域防犯ステーションとして活用する自

ション事業 245,506 主的な運営組織として設立された南第一小学校区地域防犯ステーシ

ョン運営委員会に対し、補助金を交付しました。
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.総務管理費 17.人権啓発・ 人権啓発・平和 4,429,000 3,085,089 一般財源 　大阪狭山市人権協会に助成し、次の事業を行いました。

　 平和事業費 事業 3,085,089 　・研修会、講演会等の開催及び人権啓発学習会への助成

　・人権啓発標語の募集、選定

　・平和を考える市民のつどいの開催

　・人権週間事業(「人権を考える市民のつどい」、「フェスタに

　　んげんばんざい」、街頭啓発の実施、人権に関する展示等）

　・人権連続学習講座（ヒューマンライツ・アクト）の開催

　大阪狭山市企業人権協議会に助成し、次の事業を行いました。　

　・就職差別撤廃月間事業、会員研修会、人権問題企業啓発講演会

  　等の実施

　人権相談を実施し、人権擁護委員・人権相談担当職員が適切な

  助言等、必要な措置を行いました。

18.男女共同参 男女共同参画推 3,455,000 3,138,137 一般財源 　大阪狭山市男女共同参画推進センターを市役所南館に開設しまし

   画費 進事業 3,138,137   た。

　また、専門のカウンセラーによる女性相談を行いました。

19.都市間交流 都市間交流事業 1,300,000 1,300,000 一般財源 　姉妹都市アメリカ合衆国オレゴン州オンタリオ市並びに友好都市

　 費 1,300,000 和歌山県日高郡日高川町（旧美山村）及びその他の都市間における

市民相互の交流を促進するための事業を行う大阪狭山市都市間交流

協会に対し、補助金を交付しました。
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.総務管理費 20.災害対策費 災害対策管理事 8,593,000 8,215,554 その他 　風水害、地震等の自然災害に備えて、防災行政無線及び資機材の

業 905,000 点検整備を実施するとともに、アルファ米などの災害対策用備蓄物

一般財源 資を整備しました。

7,310,554 　また、市民への防災情報提供の充実を図るため、大阪府防災情報

充実強化事業にて、ポータルサイト「おおさか防災ネット」による

情報発信を行うとともに、救命・防災・防犯を統合した安全安心ス

クールを開催しました。

自主防災組織育 2,102,000 552,862 一般財源 　地域防災力の向上を目指し、自主防災組織の結成促進と、結成済

成事業 552,862 組織の参加によるＤＩＧ(災害対策図上）訓練を実施するとともに

自主防災組織が災害時に効果的な応急活動ができるよう、防災資機

材の貸与と整備支援を行いました。

防災訓練事業 683,000 513,320 一般財源 　市民の防災意識の高揚及び防災関係機関との災害時の連携強化を

513,320 図るため、総合防災訓練の企画・準備を行いました。

　なお、当日は雨天のため中止となりました。
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（款）３．民生費

項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.社会福祉費  1.社会福祉総 福祉団体補助事 38,474,000 38,014,867 府支出金 ・大阪狭山市社会福祉協議会　　　　　　　 34,428,867円

   務費 業 4,577,439 ・大阪狭山つくし会（精神障がい者家族会）　 　48,000円

一般財源 ・大阪狭山市身体障害者福祉協議会　　　　　　560,000円

33,437,428 ・大阪狭山市知的障がい者・障がい児　　　　　200,000円

　あんずの会「本人会」

・大阪狭山市保護司会　　　　　　　　　　    472,000円

・大阪狭山市更生保護女性会　　　　　　　　　130,000円

・大阪狭山市民生委員児童委員協議会　　　  1,520,000円

・大阪狭山市遺族会　　　　　　　　　　　  　296,000円

・大阪狭山市原爆被爆者の会　　　  　　　　　120,000円

・大阪府傷痍軍人会大阪狭山支部　　　 　　 　120,000円

・大阪府軍恩連盟大阪狭山支部　　　　　　  　120,000円

（福祉団体の活動の促進を図るため補助金を交付しました。）

コミュニティソ 16,101,000 14,735,966 府支出金 　市立第三中学校区、市立南中学校区及び市立狭山中学校区にコミ

ーシャルワーカ 9,702,000 ュニティソーシャルワーカーを1名ずつ設置し、地域の要援護者に

ー設置事業 一般財源 対する個別支援（発見・見守り・相談・必要なサービスへのつなぎ

5,033,966 ）、市民や地域福祉関係団体・機関、行政のネットワークによるセ

ーフティネット体制づくりなどに努めました。
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.社会福祉費  1.社会福祉総 地域福祉計画推 535,000 131,309 府支出金   市民や地域団体などが連携してさまざまな支援を必要とする人を

   務費 進事業 83,000 互いに見守り支え合う社会の実現をめざした地域福祉計画の実施計

一般財源 画（平成17～19年度）の平成19年度実績の事業評価を行いました。

48,309 　また、新たな実施計画（平成20・21年度）を、地域福祉計画運営

協議会からの提言を受け、策定するとともに、その推進に努めまし

た。

ボランティア活 5,629,000 5,611,004 府支出金 　地域福祉を支えるボランティア活動や地区福祉委員会を中心とす

動推進事業 2,164,000 る小地域ネットワーク活動などに助成し、地域住民が主体となった

一般財源 地域福祉活動を促進しました。

3,447,004

 2.障害者福祉 知的障害者グル 4,404,000 4,404,000 一般財源 　グループホームでの生活を望む在宅の知的障がい者に対し、適切

   対策費 ープホームステ 4,404,000 な日常生活訓練及び集団生活に関する指導を行うため、社会福祉法

ップアップ事業 人大阪府障害者福祉事業団に訓練施設の管理及び事業の運営を委託

しました。

障がい福祉計画 3,387,000 2,412,834 一般財源 　障害者自立支援法に基づき、障がいのある人の障がい程度や社会

策定事業 2,412,834 活動、介護者、居住などの状況を踏まえ、個別に支給決定が行われ

る「障がい福祉サービス」や障がいのある人の能力や適性に応じ自

立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、身近な市

町村を中心として実施する「地域生活支援事業」についての数値目

標やサービスの見込み量とその確保のための方策などを定めた「第

2期大阪狭山市障がい福祉計画」について、平成21年度から3カ年の

計画を市民や関係団体の代表者などが参画する障害者施策推進協議

会での審議・答申を踏まえて、策定しました。
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.社会福祉費  2.障害者福祉 福祉施設管理運 37,619,000 32,902,009 府支出金 　次の2施設の管理運営を大阪狭山市社会福祉協議会を指定管理者

   対策費 営事業 9,400,000 に指定して行いました。

一般財源 ・心身障害者福祉センター及び母子福祉センター管理運営事業

23,502,009 ・さつき第二作業所（知的障害者小規模通所授産施設）管理運営

　事業

障害者福祉作業 3,003,000 2,813,000 一般財源 　障がい者福祉の推進のため、障がい者福祉作業所を整備しようと

所整備補助事業 2,813,000 する団体に対し、補助金を交付しました。

障害者福祉作業 640,000 631,779 一般財源 　障がい者の自立、社会参加及び社会復帰の促進を図り、障がい者

所運営補助事業 631,779 福祉を推進することを目的に障がい者福祉作業所を設置して在宅の

障がい者に生活支援及び作業指導等を実施する団体に対し、補助金

を交付しました。

障害者（児）給 4,309,000 4,309,000 一般財源 　障がい者（児）に給付金を支給しました。

付金事業 4,309,000
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.社会福祉費  2.障害者福祉 地域生活支援事 68,754,000 64,493,984 国庫支出金 　障がい者（児）が自立した日常生活または社会生活を営むことが

   対策費 業 24,702,000 できるよう次の事業に要した費用を支給または給付しました。

府支出金 ・障がい者等からの相談に応じ必要な情報を提供する相談支援事業

12,776,000 ・手話通訳者の派遣等を行うコミュニケーション支援事業

一般財源 ・日常生活用具の給付または貸与を行う日常生活用具給付等事業

27,015,984 ・障がい者等の移動を支援する移動支援事業

・創作的活動等の機会を提供する地域活動支援センター事業

・更生訓練を行った身体障がい者に対する更生訓練費支給事業

・障がい者等の日中における活動の場を確保し、家族の一時的な休

　息を目的とする日中一時支援事業

・タクシーを利用した際の初乗り運賃相当額を助成する福祉タクシ

　ー利用助成事業

・不要になった福祉機器を無料貸出する福祉機器リサイクル事業

・手話通訳ボランティアの養成研修を行う奉仕員等養成事業

・自動車の改造に要した費用の一部を助成する自動車改造助成事業

戦傷病者見舞金 40,000 24,000 一般財源 　戦傷病者に見舞金を支給しました。

事業 24,000

原爆被爆者見舞 320,000 296,000 一般財源 　原爆被爆者に見舞金を支給しました。

金事業 296,000
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.社会福祉費  3.高齢者福祉 老人福祉センタ 36,509,000 33,917,962 府支出金 　大阪狭山市社会福祉協議会が指定管理者となり、60歳以上の高齢

   対策費 ー管理運営事業 530,000 者に対し、大広間、和室、浴場など、憩いの場として利用に供する

その他 とともに、さやま荘クラブ（趣味の会）などによる高齢者の教養向

2,464,600 上・健康増進等のレクリエーション事業を実施しました。

一般財源

30,923,362

ふれあい・交流 5,127,000 4,595,259 府支出金 　高齢者等の生きがい対策や、地域でのふれあい交流事業として、

促進事業 1,253,000 福祉農園の利用助成や老人クラブへの活動助成等を行いました。

一般財源

3,342,259

 4.シルバー人 シルバー人材セ 10,507,000 10,507,000 一般財源 　おおむね60歳以上の高齢者が豊かな経験と能力を活かし、就労を

   材センター ンター管理運営 10,507,000 通じて自らの生きがいを高めるため、企業、家庭、公共団体等から

   費 事業 依頼のあった仕事を通じて社会参加と、生きがい対策をしました。

 7.福祉医療対 老人医療対策事 12,171,000 4,905,499 府支出金 　老人の医療費の一部を助成し、老人の健康保持及び福祉の増進を

　 策費 業 2,972,052 図りました。

一般財源

1,933,447

老人医療費一部 61,377,000 60,644,150 府支出金 　後期高齢者医療被保険者（老人保健法の医療受給者含む）及び老

負担金相当額等 31,270,631 人医療費助成制度の対象者で、一部負担金相当額を支払うことが困

一部助成事業 一般財源 難であると認められる方に、一部負担金相当額の一部を助成し、そ

29,373,519 の療養の確保と健康の保持を図りました。

2
8



項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.社会福祉費  7.福祉医療対 障害者医療対策 76,417,000 62,075,514 府支出金 　身体障がい者及び知的障がい者の医療費の一部を助成し、その健

　 策費 事業 27,844,257 康の保持及び生活の安定と障害者の福祉の増進を図りました。

一般財源

34,231,257

乳幼児医療対策 74,994,000 70,975,366 府支出金 　乳幼児の医療費の一部を助成し、その健全な育成を図りました。

事業 19,786,586

一般財源

51,188,780

ひとり親家庭医 32,200,000 30,111,672 府支出金 　ひとり親家庭の医療費の一部を助成し、生活の安定と児童の健全

療対策事業 15,719,526 な育成を図りました。

一般財源

14,392,146
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.児童福祉費  1.児童福祉総 民間保育園対策 101,186,000 97,020,000 国庫支出金 ○運営費補助事業    

   務費　 事業 17,199,000   民間保育園の運営費を補助することにより、保育内容の充実と施

府支出金 設運営の円滑化を図りました。

10,370,000 ○一時･特定保育補助事業

一般財源   パート就労等女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保

69,451,000 護者の傷病等による緊急的かつ短期的な保育の需要に対応しまし

た。

  利用延児童数　大野台保育園 1,672人　池尻保育園　 　947人

　　　　　　　　つぼみ保育園 1,185人  きらり保育園 1,585人

　　　　　　　　ルンビニ保育園  28人・84人（特定保育）

○延長保育補助事業

　保護者の就労形態の多様化、通常勤務の増加等に伴い、保育時間

外での保育を実施しました。

○小規模型地域子育て支援センター事業

　地域や家庭における児童の養育機能の低下に対応するため、小規

模型地域子育て支援センター事業（わんぱく教室、育児相談等の開

催）を実施する池尻保育園に対し、運営費を補助しました。

○休日保育事業

　就労形態の多様化に対応するため、日曜日、国民の祝日の保育を

実施するつぼみ保育園・きらり保育園に対し、運営費を補助しまし

た。

  利用延児童数　つぼみ保育園 34人　きらり保育園 55人

3
0



項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.児童福祉費  1.児童福祉総 児童福祉施設入 525,828,000 512,855,753 国庫支出金 ○民間保育園及び他市保育園保育事業

   務費　 所事業 145,735,165 　日々保育に欠ける児童を民間保育園及び他市保育園で保育を実施

府支出金 し、児童の健全育成に努めました。 

72,867,582  　・入所児童数　   　 延 6,973人

負担金  　　  大野台保育園    延 1,305人 （月 108.8人）    

143,493,930    　　池尻保育園      延 1,715人 （月 143.0人）   

一般財源    　　つぼみ保育園    延 　866人 （月  72.2人）

150,759,076    　　きらり保育園    延 2,015人 （月 167.9人）

   　　ルンビニ保育園  延   861人 （月  71.8人）

   　　他市保育園      延   211人 （月  17.6人）

○助産施設入所事業

  経済的な理由により病院で入院助産を受けることができない妊産

婦に安心して出産できるよう、助産施設への入所と同時に、出産費

用を援助しました。

　措置数　　 7件

○母子生活支援施設入所事業

　措置数　　 0世帯

ひとり親家庭等 4,500,000 4,164,000 一般財源    　両親または片親のいない児童に給付金を支給しました。

児童給付金事業 4,164,000 　・両親のいない児童 　　　3人         60,000円

　・片親のいない児童　 　513人      4,104,000円

ファミリー・サ 2,844,000 2,678,283 国庫支出金 　地域において育児に携わる人を会員として募集・登録し、会員の

ポート・センタ 1,330,000 相互援助活動を支援するファミリー・サポート・センター事業を実

ー事業 一般財源 施することにより、会員が仕事も育児も行い安心して働き、子育て

1,348,283 ができる環境整備を図りました。
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.児童福祉費  1.児童福祉総 母子家庭自立支 5,794,000 3,737,196 国庫支出金 　母子家庭の母の自立を支援するための事業を実施しました。

   務費　 援事業 3,190,000 ・母子家庭自立支援教育訓練給付金事業

一般財源 　教育訓練講座として指定された講座を受講されたときに、給付金

547,196 　を支給しました。　　　　　　　　　　　　　　　利用者　2名

・母子家庭高等技能訓練促進費事業

　職業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で受講する

　場合、一定期間について促進費を支給しました。　利用者　4名

つどいの広場事 4,185,000 3,912,435 府支出金 　主に乳幼児（0～3歳）をもつ親とその子どもが気軽に集い、打ち

業 2,608,000 解けた雰囲気の中で語り合い、交流を図り、子育て中の負担感を緩

一般財源 和し安心して子育て、子育ちができるよう、市長が指定する施設

1,304,435 （旧くみの木幼稚園）を拠点とし、遊び場の提供、相談・援助の実

施、情報の提供、講座を実施しました。

育児支援家庭訪 533,000 51,000 国庫支出金 　子どもの養育について支援が必要でありながら、積極的に自ら支

問事業 26,000 援を求めていくことが困難な状況にある家庭に対して、家庭訪問支

一般財源 援員の訪問による支援を行いました。

25,000
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.児童福祉費  3.児童福祉施 市保育園管理運 274,377,000 251,564,041 国庫支出金   日々保育に欠ける児童を市立保育所で保育を実施し、入所児童の

 　設費 営事業 2,110,000 健全な育成に努めました。  

府支出金   ・入所児童数    

829,350     　第２保育所   延 1,771 人  （月 147.6人）

負担金

27,159,420

その他

5,415,830

一般財源

216,049,441

 4.児童遊園管 児童遊園管理事 19,756,000 18,574,177 一般財源   児童に適切な遊び場を与え、心身ともに健全な育成を図り、不慮

   理費 業 18,574,177 の事故を防止するため、地区管理者が賃借した用地に設置しまし

た。また、児童遊園の整備費及び借地料並びに管理費の補助を行い

ました。

    ・児童遊園設置数　　17ヶ所

 5.放課後児童 放課後児童会事 46,586,000 43,323,519 府支出金 　保護者が就労または疾病等により、昼間家庭にいない小学校の児

 　健全育成事 業 15,805,000 童を対象に、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を

 　業費 負担金 図ることを目的として放課後児童会を開設しました。

16,947,500 　・開設数　　7か所（小学校単位）

一般財源 　平成20年4月からは小学校に在籍する全学年の児童を受け入れま

10,571,019 した。また、放課後児童会のより柔軟な運営を図るため、モデル事

業として第七放課後児童会の指導業務を市民公益活動団体に委託し

て実施しました。
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.児童福祉費  6.子育て支援 子育て支援セン 10,065,000 9,286,687 国庫支出金 　交流の場や育児情報の提供をはじめ子育て講座の開催等を行い、

   センター費 ター運営事業 720,000 子育て家庭が気軽に出入りできる身近な相談窓口として地域の子

府支出金 育て支援に努めました。

5,330,000

一般財源

3,236,687

 3.生活保護費  2.扶助費 生活保護費給付 996,356,000 978,575,042 国庫支出金 　生活困窮者の 低限度の生活を保障するとともに、自立の促進

事業 717,702,000 を図りました。

中国残留邦人等 3,536,000 3,134,418 府支出金 　長期にわたって帰国がかなわず、自己の責任によらない事情で

支援給付費給付 31,500,000 帰国後も言葉や生活習慣の相違で様々な困難に遭遇している中国

事業 雜入 残留邦人等に対して生活支援を図りました。

7,666,175

一般財源

224,841,285

（款）4．衛生費

項 目 事 務 事 業 名 予　算　額 決　算　額 財 源 内 訳 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.保健衛生費  3.健康増進費 予防接種事業 64,211,000 62,319,692 一般財源   予防接種法に基づく予防接種を実施し、感染症の発生予防に努め

62,319,692 ました。

母子保健事業 24,313,000 23,136,944 一般財源   妊婦、乳児一般・後期健診、4か月児健診、1歳6か月児健診、2

23,136,944 歳6か月児歯科健診、3歳6か月児健診、経過観察健診などの各種乳

幼児健康診査、また、各種健康教室、母子健康手帳の交付等の事業

を実施し、母と子の健康増進や子育てへの支援体制の強化を図りま

した。
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.保健衛生費  3.健康増進費 健康増進法によ 40,112,000 38,872,884 府支出金   基本健康診査、子宮がん検診、乳がん検診、胃がん検診、肺がん

る医療以外の保 1,354,816 検診、大腸がん検診、骨粗しょう症検診、健康教育、健康相談、訪

健事業 一般財源 問指導、機能訓練Ａ型を行い、市民の健康保持及び増進、がん等疾

37,518,068 病の早期発見、予防及び健康に関する知識の普及啓発に努めました。

歯科保健事業 4,798,000 3,715,030 一般財源 　40歳から60歳までと70歳の市民に歯科健康診査を実施し、歯周疾

3,715,030 患の予防に努めました。また、65歳以上の寝たきり老人の家庭に、

歯科医師、歯科衛生士及び保健師が訪問して必要な指導を行い、口

腔機能の維持・向上に努めました。さらに、口腔ケアの講演会など

を実施し、歯周疾患の予防及び健康に関する知識の普及啓発に努め

ました。

小児救急医療対 4,798,000 46,347,753 一般財源 　365日夜間（8時～翌朝8時まで）小児の急病に対応し、迅速に適

策事業 46,347,753 切な医療を受けられるよう、一次救急・二次救急体制の整備等を実

施しました。

栄養改善事業 126,000 105,922 一般財源 　食生活の基礎知識、健康づくり全般にわたる基礎知識及び総合的

105,922 健康づくりのための地区組織活動とボランティア活動の進め方を内

容とする食生活改善推進員（ヘルスメイト）養成講座を開催し、食

生活改善推進員の育成に努めました。

5.環境衛生費 衛生業務処理 32,239,000 29,864,196 府支出金  飼い犬登録事務、墓地及び斎場の管理運営を行い、社会的に求め

事業 113,300 られる生活環境の維持に努めました。

その他

19,134,570

一般財源

10,616,326
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.清掃費  1.清掃総務費 ごみ収集運搬業 262,143,000 257,304,125 一般財源 　日常生活から排出される家庭系廃棄物のうち、生・可燃ごみの収

務 253,788,425 集を業者委託により実施しました。

その他

3,515,700

し尿汲取処理事 32,992,000 32,182,096 その他 　業者委託により月2回のし尿の収集を行い、公衆衛生の向上に努

業 1,129,050 めました。

一般財源

31,053,046

 2.ごみ減量対 有価物回収奨励 15,500,000 13,061,000 一般財源 　再生利用可能な有価物（古紙類）の集団回収を実施する団体に対

   策費 事業 13,061,000 し、奨励金を交付することにより、ごみ減量化の推進を図りました。

　・古紙等回収量　　3,268トン

リサイクル資源 80,974,000 80,468,449 一般財源 　ごみの減量化・資源化の推進の一環として、リサイクルボックス

回収事業 62,966,469 ・牛乳パック回収ボックスの設置を行い、リサイクル資源（空きカ

その他 ン・空きビン・牛乳パック）の回収の拡大を図りました。また、粗

17,501,980 大ごみの日にペットボトル・発泡スチロールトレイ・金属類の収集

を行いました。

ごみのシール制 2,356,000 2,106,505 一般財源 　ごみ収集をシール制（世帯人数に応じた枚数を配布）とすること

事業 2,106,505 により、ごみの減量化を推進しました。

生ごみ堆肥化容 1,025,000 1,020,088 一般財源 　ごみの減量化対策の一環として、コンポストなど、生ごみ堆肥化

器等の貸与事業 1,020,088 容器等を貸与しました。
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項 目 事務事業名 予算額（円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.清掃費  2.ごみ減量対 生ごみ処理機購 700,000 477,000 一般財源 　ごみの減量化を図ることを目的に、家庭から排出される生ごみ等

   策費 入補助事業 477,000 を堆肥化する生ごみ処理機を購入する方に対し、購入費用の一部を

補助することにより生ごみ等の堆肥化を促進しました。

家電リサイクル 590,000 547,870 一般財源 　家電リサイクル法による特定家庭用機器（エアコン・テレビ・洗

事業 207,670 濯機・冷蔵庫）を収集し、メーカーの指定する場所まで運搬を行

その他 い、資源の再利用を促進しました。

340,200

（款）５．農林水産業費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.農業費  4.農業農村整 農業農村整備事 8,535,000 7,180,600 負担金 　老朽ため池等の改修工事等を施工し、農業基盤の整備を図りまし

 　備事業費 業 1,698,050 た。

一般財源 　・農業農村整備工事　　　　        　　1件　　　

5,482,550 　・その他委託業務　　　　　       　　 3件

　・東池尻新池改修事業負担金　　　　　　1件

　・乙女池東側護岸改修工事測量設計業務　1件

 5.農業施設災 農業施設災害復 2,877,000 2,661,750 一般財源 　・今池堤体災害復旧工事　　       　　 1件

　 害復旧費 旧事業 587,032

府補助金

2,074,718
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（款）６．商工費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.商工費  1.商工総務費 小規模企業融資 588,000 298,100 一般財源 　市内の小規模企業者の育成振興を図るため、金融機関に事業資金

あっせん事業 298,100 の融資あっせんを行いました。また、利子補給及び完済者に信用保

証料の補給を行いました。

各種団体補助事 11,200,000 11,200,000 一般財源 ○商工業振興事業

業 11,200,000 　市内の商工業者の経営及び技術改善の普及や事業の充実と振興を

図るため、商工会に助成しました。

○大阪狭山市産業まつり補助金

　市内の農業及び商工業の各業種間の交流を促進するとともに、地

産地消の推進を目指し、市内の農産物や特産品、工業製品などの展

示・即売を行うことにより、市民の理解を深め、地域の活性化と振

興・発展を目的に助成しました。

地域就労支援事 3,059,000 2,220,841 一般財源 　就職困難者などの就労阻害要因の軽減を図り、就労に至るまでの

業 190,841 相談業務や、就職に有利な資格取得のための医療事務講座を実施

府支出金 しました。

2,030,000

 2.消費者行政 消費者行政事業 749,000 747,284 一般財源 ○商品量目調査事業

 　推進費 747,284 　消費者保護を目的に、適正な計量を確保するため、大阪府計量検

定所、消費者の協力により、市内で販売されている商品の量目につ

いて買取検査を実施しました。

○消費者相談事業

　消費生活専門相談員による消費者相談を毎週火曜日に行い、消費

者からの相談に応じるとともに、市窓口でも随時相談に応じ、必要

な指導・助言等を行いました。
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（款）７．土木費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.土木管理費  1.建築指導総 建築物耐震対策 1,450,000 1,450,000 国庫支出金 ○大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助

　 務費 事業 700,000 昭和56年に改正された建築基準法の新耐震基準に適合してい

府支出金 ない民間建築物に対して、「大阪狭山市既存民間建築物耐震診断

123,000 補助金交付要綱」に基づき、耐震診断に要した費用の一部につい

一般財源 て補助を行いました。

627,000 　・戸建住宅　　10戸

　・特定建築物　1棟

 2.道路橋梁費  2.道路橋梁整 道路維持事業 33,200,000 33,033,697 一般財源   地域の利便向上、事故防止等を図るため、道路維持管理及び道路

 　備費 33,033,697 整備に努めました。

　また、大阪狭山市１号踏切道の拡幅工事が完了しました。

道路改良事業 259,558,870 237,163,750 地方債 　・道路修繕件数　        　       77件     7,499,115円

187,400,000   ・道路整備工事件数　             19件    56,792,400円

一般財源   ・道路維持補修工事件数           50件    24,834,600円

49,763,750

 3.交通対策費 交通対策管理事 28,179,000 28,178,594 一般財源 　市民の生活環境を守るため防犯灯及び街路灯の管理と、各地区が

業 28,178,594 管理する防犯灯の維持管理費用に対する助成金を交付しました。
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.道路橋梁費  3.交通対策費 駅前自転車置場 19,559,000 19,493,156 一般財源   駅前自転車駐車場整備事業として、市内３駅周辺の自転車放置禁

事業 19,493,156 止区域及びその他の道路上に放置された自転車等の撤去業務を行い

ました。あわせて、放置自動車等保管所にて撤去移動後の自転車等

の保管、返還手続等の管理運営業務を行いました。

　さらに、金剛駅周辺の自転車駐車場の整備工事を行い、駐車場不

足の解消を図り、あわせて金剛駅東ロータリー内の空地を利用した

自動車駐車場の整備を実施し、慢性化された違法駐車問題の解消を

図りました。

交通安全施設整 103,387,000 98,923,111 国庫補助金 　交通安全環境の向上を図るため、防犯灯、街路灯、道路反射鏡、

   備事業 20,900,000 区画線等の交通安全施設の設置及び改良を行いました。

府支出金 　また、高齢者、障害者等の公共交通機関を利用した移動を円滑

12,366,000 にするため、金剛駅周辺交通バリアフリー道路特定事業計画等に

地方債 基づき、金剛橋架替、歩道改良等の整備に努めました。

48,557,111   ・交通安全施設整備工事件数　     27件    28,974,750円

一般財源

17,100,000

市内循環バス事 37,810,000 37,804,688 一般財源 　市民の日常生活に必要な施設へのアクセスを確保するため、公共

業 37,804,688 交通網の整備充実を目的として、市内循環バスを運行しました。

 3.都市計画費  3.公園緑地管 公園緑地維持管 117,598,000 111,769,089 一般財源 　公園・緑地を市民が常に安全で快適に利用できるよう、また、樹

   理費 理事業 81,056,589 木の健全な育成を図るため、適切に維持管理を行いました。 

府支出金

30,712,500
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 3.都市計画費  3.公園緑地管 市民ふれあいの 30,117,000 29,782,214 一般財源 　市民の憩いの場として、市民ふれあいの里花と緑の広場を提供し

   理費 里花と緑の広場 27,975,014 ました。

管理事業 その他

1,807,200

 4.緑の環境整 花のあふれる街 1,725,000 1,700,923 一般財源 　花苗や移植ゴテ等の資材配布や園芸教室を開催し花づくり団体の

 　備費 角づくり事業 1,700,923 育成、花や緑に対する意識の向上を図りました。また、フラワーポ

ットに季節に合わせた草花を植付け、沿道景観の美化及び質的向上

を図りました。

緑化推進事業 5,560,000 5,500,000 一般財源 「緑化推進及び樹木の保存に関する要綱」に基づき、緑豊かなま

500,000 ちづくりを推進するため、指導・助言及び助成を行いました。

その他 また、狭山池さくら満開委員会へさくらの植樹育成のため、交付

5,000,000 金として、5,000,000円を支出しました。

 5.公園緑地 都市公園等 4,000,000 1,625,400 一般財源 　（仮称）今熊市民の森用地について、用地測量及び用地鑑定評価

 　整備費 整備事業 1,625,400 を実施しました。

桜の里づくり 1,500,000 1,435,875 一般財源 　桜の里づくり推進事業において、狭山池を中心としたエリアを拡

推進事業 1,435,875 充するため東野第6公園及び市民ふれあいの里花と緑の広場に桜を

植樹しました。

　また、狭山池北堤において、桜の開花時期にあわせ、投光器の設

置を行いました。
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（款）８.消防費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.消防費  1.常備消防費 救急高度化推進 9,216,000 7,350,246 一般財源 　市民の大切な生命を守り、さらなる救命率の向上と救急活動の円

事業 7,350,246 滑化を図るため救急講習用資器材を整備し、市内各教育施設等に自

動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置しました。また、救急救命士が

実施する救命処置の範囲の拡大に伴い、各種研修に参加し、資質の

向上を図り、多種多様な救急事案に対応するため、各種救急活動資

機材を整備しました。

 5.消防施設整 石油貯蔵施設立 4,500,000 4,233,600 府支出金 　消防体制の充実及び消防活動に万全を期するため、空気呼吸器・

   備費 地対策事業 3,739,000 化学防護服・搬送車を更新しました。

一般財源

494,600

高機能消防指令 19,340,000 15,058,086 一般財源 　高機能消防指令センターの更新整備に伴い、旧指令室内を事務所

センター総合 15,058,086 として改修工事を実施しました。また、一般の通信回線を利用し、

整備事業 出動指令の自動化、車両動態管理の簡略化により迅速な通信指令体

制を確立しました。

消防車両整備事 72,000,000 68,019,000 一般財源 　消防車両等整備計画に基づき、消防体制の充実及び災害現場にお

業 26,919,000 ける活動に万全を期するため、消防署ニュータウン出張所に１５ｍ

地方債 級ハシゴ車の更新整備を行いました。

41,100,000
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（款）９.教育費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.教育総務費  3.教育指導費 教育相談事業 1,443,000 1,442,800 府支出金 　専任の相談員を配置して週5回(月～金)相談日を設けました。

525,000 相談事例として、身体的・精神的な問題から学習問題・進路問題・

一般財源 不登校・いじめ問題まで、総計58件の相談があり、指導助言を行い

917,800 ました。

養護教育事業 19,407,000 17,769,504 一般財源 　小・中学校の支援学級において、特に重度障害児が入級している

17,769,504 学校に、府費負担教員以外に介助職員を配置し、教育の充実に努め

ました。

(小学校)　東小 2人、西小 1人、南第一小 2人、南第二小 1人

　　　　　南第三小 1人、北小 1人、第七小 1人

(中学校)　狭山中 2人、第三中 1人

小中学校読書活 2,149,000 2,129,985 一般財源 　各学校において、学校図書館市民ボランティアとともに読書環境

動推進事業 2,129,985 の整備を進めました。また、「読み聞かせ会」を実施するなどして

読書活動の推進を図りました。

学習支援チュー 1,400,000 1,400,000 一般財源 　学習に課題のある小学校3・4年生の児童の希望者に対して、自学

ター事業 1,400,000 自習力の育成と学力の向上をねらいとして、放課後及び夏季休業中

に継続的に学習指導を行いました。
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.教育総務費  3.教育指導費 学校教育自立 1,750,000 707,000 一般財源 　日本語の理解が十分できない海外からの転入児童生徒に学習環境

支援通訳事業 707,000 への順応と早期の言語的自立を促すため、専門的な知識や技術を持

つ地域人材を積極的に活用して、必要とされる識字・通訳等の教育

的支援を行う。(南第二小学校、南中学校で活用)

中学校部活動 694,000 502,800 一般財源 　専門的な知識や技能等を持った、地域人材を活用し充実を図る。

支援人材活用 502,800

事業 (狭山中学校　陸上、南中学校　硬式テニス、第三中　野球・卓球

・硬式テニス、吹奏楽)

 2.小学校費  1.小学校管理 安全対策事業 12,956,000 12,329,835 一般財源 学校内の安全確保を強化するため、安全管理員1名を各学校に配

   費 6,729,835 置しました。（基本配置時間　7：30～16：30）

府支出金

5,600,000

 3.小学校整備 小学校整備事業 231,467,000 231,465,150 一般財源   児童が一日の大半を過ごす校舎の耐震性能の向上を図るため、東

　 費 36,684,150 小学校校舎（東棟）及び南第一小学校校舎(管理・高学年棟)の耐震

国庫補助金 補強工事を行いました。また、今年度に引き続き校舎の耐震性能の

127,081,000 向上に向けて、北小学校校舎耐震補強・大規模改造工事の実施設計

地方債 業務に取り組みました。

67,700,000
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 4.幼稚園費  1.幼稚園費 幼稚園子育て 5,983,000 5,222,928 その他 　家庭や地域における子どもたちの育ちの機会を補完し、保護者の

支援事業 2,870,400 子育てを支援するため、幼稚園で教諭が主となり、補助としてアル

一般財源 バイト職員を雇用するとともに、学生ボランティアを募集し、通常

2,352,528 保育終了後から午後４時まで預かり保育を実施した。

（預かり保育回数と利用者延べ数）

　　4歳児　　151回　　3,971人　　

　　5歳児　　162回　　4,996人

　　合計　 　313回　　8,967人

（預かり保育に携わる保育補助者）

　　保育支援員（アルバイト職員）賃金　　7人　　5,151,150円

　　学生ボランティア謝礼金　　　　　　　2人　　　 13,000円

（預かり保育用消耗品費）

　　教材等消耗品　　　　　　　　　　　　　　　　　58,778円

　

 4.幼稚園費  2.幼稚園振興 幼稚園就園奨励 861,000 300,000 国庫支出金   幼稚園教育の振興に資するため、幼稚園に在園する4歳児及び5歳

　 費 事業 186,000 児の保護者で、生活保護受給世帯、市町村民税が非課税の世帯また

一般財源 は所得割が非課税の世帯に対し、保育料等の補助及び減免を行った。

114,000

　(対象者)

  ・私立幼稚園  　12 人（ 補助  300,000円 ）

  ・市立幼稚園    18 人（ 減免  400,600円 ）
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 5.社会教育費  1.社会教育総 社会教育振興補 2,690,000 2,304,000 一般財源 　社会教育関係団体が地域に根ざした社会教育の普及・啓発・向上

　 務費 助事業 2,304,000 ・奨励などを目的に実施する事業に対して、補助金を交付し、支援

を行いました。

地域教育力活性 360,000 196,070 一般財源 　子どもたちの健全育成に適した環境づくりの取り組みとして、地

化事業 196,070 域・学校・家庭の三者が連携・協働し、中学校区ごとに地域協議会

が組織されています。地域の教育力の活性化を図るため、第三中学

校区地域協議会と南中学校区地域協議会に補助金を交付し、地域教

育活動の支援を行いました。

家庭教育力活性 42,000 37,742 その他 　子育ての中で様々なストレスを抱える保護者に家庭教育のあり方

化事業 12,500 を見つめ直してもらうため、また親子の信頼関係を築くため、家庭

一般財源 教育に関心のある人を対象に講座を実施しました。

25,242 　○講座名　｢二胡とリコーダーによる"心の癒し"コンサート」

　　　　　　｢クイック朝ごはんクッキング｣　　　　　

子ども週末活動 693,000 340,823 その他 　子どもたちが学校や家庭では体験できない様々な体験活動の機会

支援事業 44,473 を充実するため、事業を実施しました。

一般財源 ○子ども週末活動事業（2事業）

296,350 ○ウイークエンドエンジョイアクション（6事業）
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 5.社会教育費  1.社会教育総 子どもの居場所 1,458,000 1,273,989 府支出金 ○市民ボランティアの協力を得て、子どもたちを見まもり、放課後

　 務費 づくり事業 769,000 に子どもたちが安心して安全に遊ぶことができる居場所を提供しま

その他 した。

163,400 　実施場所：南第一小学校　体育館及び多目的室

一般財源 　　　　　：第七小学校　体育館及び多目的室

341,589 　　　　　：東小学校　体育館及び多目的室

　　　　　：北小学校　体育館及びレインボールーム

 2.公民館費 施設管理事業 81,860,000 79,451,524 その他 　指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図りました。

6,300,977   *指定管理料　67,639,234円

一般財源

73,150,547

 3.図書館費 施設管理事業 68,891,000 68,823,203 その他 　指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図りました。

12,000   *指定管理料　68,823,203円

一般財源

68,811,203

ブックスター 600,000 23,341 一般財源 　10か月児とその保護者に「くっついた」「はくしゅぱちぱち」

トフォローア 23,341 「ぽぽぽぽぽ」「どうぶつのおかあさん」のうち１冊をプレゼント

ップ事業 しました。（172人）

 6.青少年問題 青少年健全育成 1,950,000 1,813,753 一般財源 　○青少年健全育成のための地域教育力活性化事業として、小学校区

　 対策費 事業 1,813,753 青少年健全育成連絡会に補助金を交付し、市民活動への支援をしま

した。
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 5.社会教育費  6.青少年問題 子どもの安全見 250,000 206,280 一般財源 　○各地域で自主的に取り組まれている｢子どもの安全見まもり活動｣

　 対策費 まもり事業 206,280 の促進・支援を行いました。

○『まもろう子ども』の啓発プレートを作成しました。

 7.市史編さん 大阪狭山市史編 11,127,000 10,863,305 その他 　第6回配本『史料編 近世』の刊行に向けて、版下作製を実施しまし

　 事業費 さん事業 172,500 た。第7回配本『第四巻 史料編近現代』の刊行準備作業として原稿の

一般財源 内容調整や史料の調査・収集・整理等を実施し、第8回配本『通史』

10,690,805 の刊行準備作業に着手しました。

　○第27回市史編さん委員会の開催

　○市史編さん部会（近世・近現代）の開催

　○近世補充調査と原稿の内容調整、図面作成の実施

　○市内外に現存する古文書や絵図に関する調査・収集等

　○撮影済み写真による調査の実施

　○第6回配本『第三巻 史料編 近世』の版下作製の実施

　○近現代史料所在調査、聞取り調査の実施

　○第7回配本『第四巻 史料編 近現代』の刊行準備作業の実施

　○『第六巻 史料編 行基』の刊行準備作業の実施（中断）

 8.文化財保護 文化財保護事業 17,387,000 10,391,452 国庫支出金 　開発に伴う発掘調査をはじめ、出土遺物の調査、整理、保存を行

 　費 1,000,000 ったほか、文化財保護の普及活動を実施しました。

その他 　○開発に伴う埋蔵文化財発掘調査

27,600 　○出土遺物の調査、整理、保存

一般財源 　○市指定文化財の指定・公開、国登録文化財候補の調査

9,363,852
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 5.社会教育費  9.社会教育施 社会教育施設管 21,066,000 20,082,683 その他 【青少年野外活動広場】

　 設管理費 理事業 4,704,950   広く市民等に、野外活動の場を提供しました。

一般財源 　○「こどもの日」の無料開放イベント事業『Go！Go！ふれあいの

15,377,733 　　里ワールド』の実施（指定管理者との共催）

　*指定管理料:13,186,929円

【社会教育センター】

  広く市民等に、市民の交流・学習活動の場を提供しました。

　*指定管理料:6,895,754円

 6.保健体育費  1.社会体育総 各種教室・大会 758,000 630,618 その他   多種・多様なニーズに応じたスポーツ活動の参加の機会を提供

 　務費 運営事業 146,700 するとともに、健康・体力の増進と基礎的な技術指導を行い、市

一般財源  民相互の親睦を図りました。

483,918 　○おやこのふれあいサークル｢わ｣PART1，PART2 

　○サタデースポーツ [ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ][ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ][卓球][ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ]

　○ [ｻｯｶｰ][少林寺拳法][ﾃﾆｽ][ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ]

　○市民マラソン大会       

 2.社会体育施 ふれあいスポー 14,046,000 13,755,378 その他   指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図り、

   設管理費 ツ広場施設管理 3,126,475 広く市民等にスポーツや運動の場を提供しました。

事業 一般財源 　　[ふれあいスポーツ広場]

10,628,903   *指定管理料　　6,548,063円

4
9



項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 6.保健体育費  2.社会体育施 ふれあいの里ス 3,328,000 3,295,128 一般財源   指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図り、

   設管理費 ポーツ広場施設 3,295,128 広く市民等にスポーツや運動の場を提供しました。

管理事業 　　[ふれあいの里スポーツ広場]

  *指定管理料　3,295,128円

市民総合グラウ 11,426,000 11,425,876 その他   指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図り、

ンド施設等管理 3,038,050 広く市民等にスポーツや運動の場を提供しました。

事業  一般財源 　　[市民総合グラウンド・山本テニスコート]

8,387,826   *指定管理料　11,425,876円

大野テニスコー 28,467,000 28,302,443 その他   指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図り、

ト施設等管理事 8,502,400 広く市民等にスポーツや運動の場を提供しました。

業 一般財源 　　[大野テニスコート]

19,800,043   *指定管理料　7,326,188円

  *その他の財源には全テニスコート(3施設)の使用料を含みます。

池尻体育館施設 7,214,000 7,084,708 その他   指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図り、

管理事業 3,246,550 広く市民等にスポーツや運動の場を提供しました。

一般財源 　　[池尻体育館]

3,838,158   *指定管理料　　7,084,708円

 3.総合体育館 総合体育館管理 18,456,000 18,407,329 その他   指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図り、

   管理費 事業 9,465,388 広く市民等にスポーツや運動の場を提供しました。

一般財源 　　[総合体育館]

8,941,941   *指定管理料　　18,407,329円

5
0



項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 6.保健体育費  4.野球場管理 野球場管理事業 6,596,000 6,595,103 その他   指定管理者制度の導入により利用者の利便性向上を図り、

   費 3,167,050 広く市民等にスポーツや運動の場を提供しました。

一般財源 　　[野球場]

3,428,053   *指定管理料　　6,595,103円

 5.学校給食施 学校給食運営事 83,889,000 82,628,750 その他 　市内小・中学校の児童・生徒に衛生的かつ安全で、栄養のバランス

  設管理費 業 32,300 のとれた給食を提供するため、学校給食運営事業を実施しました。

 一般財源 ○給食数　　　　５,３００食／年

82,596,450 ○実施日数　　　小学校１７８日／年

　　　　　　　　中学校１６８日／年

衛生管理対策事 865,000 646,042 一般財源 　Ｏ－１５７等様々な細菌による食中毒を防止し、学校給食の衛生管

業 646,042 理の強化を図るため、給食センター及び学校配膳業務従事者の細菌検

査（月２回の検査）、食品検査、定期健康診断及び施設衛生検査等の

事業を実施しました。

施設管理事業 37,174,000 36,637,236 一般財源   学校給食事業を円滑に推進するため、給食業務に支障のないよう給

36,637,236 食センター(施設・設備機器等)の維持管理業務及び修繕業務を行いま

　  した。

　・光熱水費（下水使用料含む）　　　24,564,549円

　・施設管理業務委託料等　　　　　　10,110,051円

　・施設設備修繕費　　　　　　　　　 1,962,636円
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 6.保健体育費  5.学校給食施 米飯給食費補助 10,000,000 10,000,000 一般財源 　米飯給食の委託加工賃を補助することにより、学校給食の献立内容

  設管理費 事業 10,000,000 の多様化と保護者負担の軽減を図りました。（米飯週３回）

　・補助対象

　　米飯加工賃（白ごはん、赤飯）及び特別加工賃（まぜごはん、お

    にぎり）
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  (事業勘定)

（款）２．保険給付費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.療養諸費  1.一般被保険 療養に対する現 2,819,306,000 2,819,305,387 国庫支出金 　国民健康保険被保険者の疾病及び負傷に関して、療養の給付を行

 　者療養給付 物給付 688,160,248 い健康の増進を図りました。

　 費 府支出金 　・一般被保険者　　　　

 2.退職被保険 療養に対する現 361,209,000 321,182,781 157,113,216 　　被保険者数　　　     15,782人(年度末)　　　　

　 者等療養給 物給付 その他 　　受診件数　　        183,974件

　 付費 350,600,490 　・退職被保険者等　　　　

 3.一般被保険 療養に対する現 100,374,000 100,369,698 一般財源 　　被保険者数　　       905人(年度末)　　　　

　 者療養費 金給付 2,060,182,032 　　受診件数　　         21,202件

 4.退職被保険 療養に対する現 17,214,000 15,198,120

　 者等療養費 金給付

 2.高額療養諸  1.一般被保険 療養に対する給 282,732,000 282,731,500 国庫支出金 　・支給件数　　　

　 費 　 者高額療養 付 77,461,791 　　一般被保険者分　        4,370件　　　

　 費 府支出金 　　退職被保険者等分  　    579件

 2.退職被保険 療養に対する給 37,741,000 37,740,836 24,476,923

　 者等療養費 付 その他

   養費 39,345,556

一般財源

179,188,066

 3.出産育児諸  1.出産育児一 出産に対する現 35,000,000 27,340,000 その他 　国民健康保険被保険者に対して、出産育児一時金及び葬祭費の一

　 費 　 時金 金給付 18,226,666 部給付を行いました。

一般財源 　・支給件数　　　出産育児一時金　　 　　77件　　　

9,113,334 　・支給件数  　　葬祭費　　　　　　　   102件

 4.葬祭諸費  1.葬祭費 葬祭に対する現 8,250,000 3,060,000 一般財源

金給付 3,060,000

5
3

国民健康保険特別会計



項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 6.精神結核医  1.一般被保険 医療に対する現 7,761,000 5,899,078 府支出金 　結核予防法第34条または第35条、精神保健及び精神障害者福祉に

　 療給付費 　 者精神結核 物給付 1,447,000 関する法律第32条による医療を受けた被保険者に対して、給付を行

　 医療給付金 一般財源 いました。

4,964,230 　・一般被保険者　　　　受診件数　　3,519件

 2.退職被保険 医療に対する現 525,000 512,152 　・退職被保険者等　  　受診件数　　  301件

   者等精神結 物給付

   核医療給付

   金

(款)３．老人保健拠出金

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.老人保健拠  1.老人保健医 医療給付費と医 250,287,000 242,884,993  国庫支出金 　老人保健法による医療の給付を受ける者にかかる老人保健医療費

   出金    療費拠出金 療費に対する拠 73,149,961 拠出金平成20年度概算分を支払うとともに18年度精算を行いまし

出金 その他 た。

49,867,460 　○医療費拠出金

一般財源 　　平成20年度概算分　　　86,592,919円

119,867,572 　　平成18年度精算分　　　156,292,074円
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（款）１.下水道費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 施　　策　　の　　内　　容

 1.下水道管理  1.維持管理費 公共下水道管理 142,599,000 130,175,191 一般財源 汚水管の清掃及び人孔蓋の取替、管渠更生工事を行い、公共桝

　 費 事業（汚水） 129,272,191 及び排水設備管理業務、料金徴収業務を委託し、経費の削減と

その他財源 住民サービスに努めました。

903,000

公共下水道管理 10,723,000 5,790,976 その他財源 　雨水管の清掃を行い、施設の維持管理に努めました。また、市内

事業（雨水） 5,790,976 の人孔蓋及び雨水管の維持補修工事を実施しました。

下水ポンプ場管 31,194,000 29,131,017 一般財源 　東野汚水中継ポンプ場の機械設備などの改修工事を実施し、

理事業 29,131,017 また、市内マンホールポンプの定期清掃も行い、施設の維持管理に

努めました。

流域下水道管理 210,686,000 209,685,383 一般財源 　本年度より流域下水道事業は大阪府に一元化され、大和川下流流

事業 209,685,383 域下水道の維持管理費を負担金として執行しました。

5
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項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 施　　策　　の　　内　　容

 2.下水道整備  1.下水道建設 公共下水道建設 85,340,000 41,204,601 一般財源 　東茱萸木二丁目地内の面整備工事をはじめ、新たに建設される住

   費    費 事業（汚水） 29,295,931 宅に対し、公共桝の設置や管路工事を行いました。

国庫支出金

6,250,000

地方債

5,625,000

その他財源

33,670

公共下水道建設 247,539,000 178,402,437 国庫支出金 浸水対策事業として、西除川第8-1分区雨水幹線管渠布設工事

事業（雨水） 85,750,000 （第1工区）及び、西除川第１５分区雨水吐口設置工事などを行い

地方債 ました。

77,175,000

その他財源

15,477,437

流域下水道建設 28,579,000 18,152,651 地方債  大和川下流流域下水道事業の建設費を負担金として執行しまし

事業 17,300,000 た。

その他財源

852,651
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（款）１．霊園費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 2.霊園総務費  1.霊園管理費 霊園管理事業 17,328,000 14,841,024 　計画的に園路の補修を行い、霊園参拝者の安全性の向上を図りま

した。また、樹木の維持管理・清掃等を行い、霊園参拝者の心が和

8,710,400 和むよう環境づくりに努めました。

その他

158,928

一般財源

5,971,696
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（款）２．医療諸費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.医療諸費  1.医療給付費 医療に対する現 397,190,000 360,110,717 支払基金交付金 高齢者に適切な医療を確保し、保健の向上及び高齢者福祉の増

物給付事業 219,306,000 進を図りました。

国庫支出金 　平成20年4月1日から後期高齢者医療制度に移行しました。

108,898,812

 2.療養費支給 医療に対する現 30,579,000 28,911,548 府支出金

　 費 金給付事業 28,471,645

その他

4,235,076

一般財源

28,110,7325
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  (事業勘定)

（款）１．総務費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 3.介護認定審  1.介護認定審 介護認定審査会 39,728,000 35,776,522 その他 　介護保険制度において、被保険者が保険給付を受けるためには、

   査会費    査会費 事業 35,776,522 要介護・要支援認定を受けることが必要であり、認定有効期間も定

められていることから、更新認定も要します。認定審査にあたって

は、保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会において

調査結果及び主治医の意見書に基づいて審査を行いました。

（款）２．保険給付費

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.介護サービ  1.居宅介護ｻｰ 居宅介護サービ 1,338,767,000 1,297,580,553 国庫支出金 　要支援者・要介護者に対し、介護サービス等の給付を行うことに

   ス等諸費    ﾋﾞｽ給付費 ス給付事業 432,928,593 より、その生活の支援を行いました。

 2.施設介護ｻｰ 施設介護サービ 947,328,000 876,843,502 府支出金

   ﾋﾞｽ給付費 ス給付事業 354,372,729

 2.介護予防ｻｰ  1.介護予防ｻｰ 介護予防サービ 141,248,000 127,906,468 その他

   ﾋﾞｽ等諸費    ﾋﾞｽ等諸費 ス給付事業 1,053,772,543

 3.その他諸費  1.審査支払手 審査支払手数料 3,266,000 2,867,800 一般財源 　介護給付に関する費用の審査及び支払事務について、大阪府国民

　 数料 594,375,216 健康保険団体連合会に業務の委託を行いました。

 4.高額介護サ  1.高額介護サ 高額介護サービ 44,840,000 41,755,468 介護保険でサービスを受けた場合、原則としてかかった費用の1

   ービス費    ービス費 ス事業 割を負担いただきますが、この1割の負担が一定基準を上回った場

合、上回った額を高額介護サービス費として支給し、利用者の負担

を軽減しました。

 5.特定入所者  1.特定入所者 特定入所者介護 94,616,000 88,495,290 　「費用負担の公平性」ということから、介護保険施設等における

   介護サービ    介護サービ サービス給付事 居住性・食費について、在宅の方と同様、保険給付の対象から除外

 　ス等費  　ス等費 業 されたことに伴い、その負担が低所得者にとって過重な負担となら

ないよう特定入所者介護サービス費として、所得に応じた定額の負

担限度額を設けることにより低所得者の負担の軽減を図りました。
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（款）３．財政安定化基金拠出金

項 目 施　策　名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 施　　　策　　　の　　　内　　　容

 1.財政安定化  1.財政安定化 財政安定化基金 2,756,000 2,755,863 一般財源   介護保険事業の財政安定化を図るため、計画上の予想を上回るサ

   基金拠出金    基金拠出金 拠出事業 2,755,863 ービス利用の増加や保険料収納率の低下による財源不足などが生じ

た場合に必要な費用を充てるため、国、府、市が設置した介護保険

財政安定化基金に対し拠出しました。

  標準給付費見込総額(H18～20年）8,105,365,853円×

  　　　拠出率0.001÷3年≒  平成20年度　2,755,863円

（款）４．地域支援事業費

項 目 施　策　名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 施　　　策　　　の　　　内　　　容

 1.介護予防事  1.介護予防特 高齢者筋力トレ 6,085,000 5,401,036 国庫支出金 　65歳以上の特定高齢者（要支援、要介護になるおそれがある虚弱

　 業費 　 定高齢者施 ーニング事業 1,350,259 高齢者）に対して、高齢者用に開発された安全なトレーニングマシ

 　策事業費 府支出金 ンの使用を中心に、理学療法士、健康運動指導士、看護師等のも

675,129 とで、「高齢者筋力トレーニング事業」と「フォローアップ事業」

その他 を実施し、高齢者の日常生活動作の改善及び運動習慣の定着化に努

2,349,450 めました。

一般財源

1,026,198

 2.包括的支援  1.包括支援事 地域包括支援セ 33,065,000 33,064,220 国庫支出金 　地域で暮らす高齢者を、介護・福祉・健康・医療など総合的に支

　 事業・任意 　 業費 ンター事業 13,391,009 援するため設置し、介護予防ケアマネジメント業務、権利擁護業務

   事業費 府支出金 総合相談支援業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を行

6,695,504 い、高齢者が健やかに地域で生活できるように支援しています。

その他

6,695,504

一般財源

6,282,203
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（款）２．後期高齢者医療広域連合納付金

項 目 事務事業名 予算額(円） 決算額（円） 財源内訳（円） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

 1.後期高齢者  1.後期高齢者 後期高齢者医療 593,439,000 507,906,001 保険料基盤安定分 高齢者に適切な医療を確保し、保健の向上及び高齢者福祉の増

　 医療広域連 　 医療広域連 広域連合納付金 （府支出金） 進を図りました。

　 合納付金 　 合納付金 保険料分 45,007,272

（その他）

15,002,424

一般財源

447,896,305

後期高齢者医療 16,474,000 14,085,626 その他

広域連合納付金 14,085,626

事務費分
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