
（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 議会だより等の 3,115,000 2,066,368 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」（広報お

発行・配布 2,066,368 おさかさやまに併載）、「声の議会だより」、「議会報告会」を作

成しました。

議会情報の配信 816,000 778,680 一般財源 　議会会議録・本会議録画映像・一般質問・会期日程など、より開

778,680 かれた市議会を実現するために、大阪狭山市議会ホームページを活

用して広く情報を配信しました。

（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 3.広報広聴費 広報広聴事業 16,858,000 13,405,936 国庫支出金 　広報誌を毎月1回1日付けで発行しました。（A4変形判）

100,000 　発行部数は26,700部で市内全世帯と各事業所に配布しました。

その他

684,000

一般財源

12,621,936

4.企画費 環境政策推進事 6,734,000 5,702,760 一般財源 　エコアクション21を適正に運用するため、取組みの検証を行う内

業 5,702,760 部環境監査等を実施し、認証・登録の更新審査を受審しました。

　また、「大阪狭山市地球温暖化対策ガイドライン」に基づき、再

生可能エネルギー資源の利活用の促進を図るため、住宅用太陽光発

電システムを設置する市民に対して補助金を交付しました。

13.平成28年度（2016年度）主要事務事業と予算の執行実績

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 4.企画費 行財政改革推進 308,000 112,000 一般財源 　市民や学識経験者等10人で構成する大阪狭山市行政評価委員会に

事業 112,000 より、大阪狭山市総合戦略、第四次大阪狭山市総合計画実施計画及

び大阪狭山市行財政改革施策別計画の平成27年度実績に対する評価

や意見をいただきました。

環境啓発推進事 144,000 129,329 一般財源 　地球温暖化対策の一環として、環境にやさしい取組みのひとつと

業 129,329 して注目されている「緑のカーテン事業」等を実施しました。

魅力発信事業 43,581,636 30,557,172 国庫支出金 　築造から1400年を迎えた狭山池の魅力を市の内外に向けて発信す

15,972,975 るため、現代アート「ラバー・ダック」の展示や携帯情報端末用ア

一般財源 プリの配信を行いました。また、狭山池築造1400年記念事業実行委

14,584,197 員会に対し、補助金を交付しました。

カーボンマネジ 10,496,000 9,997,000 国庫支出金 　公共施設におけるエネルギー起源CO₂の排出量を削減するにあたり、

メント推進事業 9,990,000 環境省の補助事業である「地方公共団体カーボン・マネジメント強

一般財源 化事業」を活用した省エネ診断によって、本市の公共施設の現状を

7,000 見極め実現可能なものから実践していくことで、地方公共団体とし

ての責務を果たすため、「大阪狭山市公共施設カーボンマネジメン

ト強化計画」を策定しました。

7.財産管理費 庁舎管理事業 13,330,000 12,289,006 一般財源 　市役所本庁舎地下湧水槽内の水の滞留を解消し、衛生環境を良好

(庁舎管理含) 12,289,006 に保つため、機能点検及び清掃業務を実施しました。

・本庁舎地下湧水槽点検清掃業務委託料　　    918,000円　

　平成29年4月1日付け機構改革等に伴う執務室・相談室の入替、庁

舎案内表示の取替えを実施しました。

・機構改革等に伴う庁用備品の購入等　　    8,964,280円

・機構改革等に伴う電気設備等設置等工事　　1,925,046円

・庁舎案内表示取替業務　　                  481,680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 8.財政管理費 地方公会計 16,477,000 12,614,400 一般財源 　統一的基準による地方公会計制度の導入に向けて、固定資産台帳

整備事業 12,614,400 の整備や、公会計システムの導入と連携に係る財務会計システム改

修と備品購入を実施しました。

・固定資産台帳整備業務委託料　　       　10,400,400円

・財務会計システム改修業務委託料　      　2,062,800円

・備品購入費　                            　151,200円

11.コミュニ 施設管理事業 18,310,000 18,308,547 その他 　指定管理者制度の導入により、センターの適正かつ円滑な管理運

 ティセンター 9,101,150 営と利用者の利便性向上に努めました。

 管理費 一般財源   ・施設及び設備の維持管理に関する業務

9,207,397   ・使用の許可に関する業務

12.自治推進費 相談対策事業 1,814,000 1,773,050 一般財源 　無料法律相談に応じました。(相談件数　271件)

1,773,050 　無料司法書士相談に応じました。(相談件数　50件)

　各種市民相談に応じました。

地域力活性化支 3,000,000 1,585,000 一般財源 　地域における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 1,585,000 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。

（補助対象:25団体、50事業）

市民活動支援セ 12,038,000 12,038,000 一般財源 　市民で構成するNPO法人が本市の委託と補助金制度を活用し、自

ンター事業 12,038,000 主的な市民活動を支援するとともに、市民と行政との協働によるま

ちづくりの推進のためのさまざまな事業を実施しました。

　また、ボランティア活動の支援体制の強化や情報の一元化をめざ

して設置したボランティア・インフォメーション・コーナーにおい

て、市民の主体的なボランティア活動が活発に展開されるように努

めました。

市民公益活動促 1,700,000 849,000 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 849,000 団体が行う事業に補助金を交付しました。

（補助対象：8団体、8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

1.総務管理費 12.自治推進費 狭山池まつり補 5,000,000 5,000,000 一般財源 　市のシンボルであり、築造1400年を迎えた狭山池を拠点に市民の

助事業 5,000,000 ための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。

まちづくり円卓 5,000,000 4,648,743 一般財源 　大阪狭山市まちづくり円卓会議条例及び同条例施行規則に基づき、

会議交付金 4,648,743 交付金を交付しました。

第三中学校区円 1,236,000 418,835 一般財源 　第三中学校区において、地域コミュニティの醸成を図るため、地

卓会議推進事業 418,835 域コミュニティ誌を発行しました。

第三中学校区円 1,313,000 951,000 一般財源 　第三中学校区において、地域住民によるまちづくりを進め、住民

卓会議夏まつり 951,000 同士が気軽に交流できるように、夏まつりを実施しました。

事業

狭山中学校区円 2,342,000 1,813,442 一般財源 　狭山中学校区において、地域コミュニティの醸成を図るため、地

卓会議推進事業 1,813,442 域コミュニティ誌の発行やホームページの運営を行うとともに、地

域の課題の解決に向けた講演会などを行いました。

狭山中学校区円 1,437,000 776,360 一般財源 　地域の文化や芸術に触れることで、地域文化の向上・発展を図る

卓会議地域文化 776,360 ことを目的とした文化祭を開催しました。

祭事業

13.文化振興費 文化会館指定管 180,288,000 180,288,000 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

理料 180,288,000 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 13.文化振興費 文化会館改修事 39,317,000 35,863,560 地方債 　施設の経年劣化に伴い改修工事等を行いました。

業 25,000,000 　・無線室無線設備更新工事

一般財源 　・大会議室改修工事

10,863,560 　・小ホール附室系統空調機入替工事

　・大ホール搬入口改修工事

　・レストラン空調機改修工事

文化振興事業 3,694,000 3,246,301 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

3,246,301 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。

　・SAYAKAホール活性化事業補助金事業

　・地域情報誌作成事業

15.防犯対策費 金剛駅西口地域 3,244,000 3,243,130 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 3,243,130 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ョ

ン事業 ンの運営を委託しました。

防犯委員会助成 928,000 925,000 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 925,000 の防止を図り、市民組織による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、大阪狭山市防犯委員会に対し、助成金を交

付しました。

地域防犯ステー 1,047,000 949,460 一般財源 　小学校の余裕教室などの活用により、地域防犯ステーションを学

ション事業 949,460 校内に設置し、学校と地域の安全を守ることを目的に自主的に組織

された小学校区地域防犯ステーション運営団体に対し、青色回転灯

を装備した原動機付自転車や電動アシスト自転車を貸与するととも

に、補助金を交付しました。

街頭防犯カメラ 2,500,000 312,000 一般財源 　街頭犯罪などを未然に防止し、市民が安心して暮らすことができ

設置補助事業 312,000 るまちづくりを推進するため、自主的に街頭防犯カメラを設置した

自治会に対し、その設置費用及び保守費用等の一部を補助しました。
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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 15.防犯対策費 街頭防犯カメラ 3,824,000 3,215,160 一般財源 　防犯環境の充実を図り、犯罪がなく、安全で安心して暮らせるま

設置事業 715,160 ちづくりを推進するため、市内主要駅等へ街頭防犯カメラを設置し

その他 ました。

2,500,000

16.人権啓発・ 人権啓発・平和 2,783,000 2,574,223 府支出金 　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 993,469 　・研修会、講演会等の開催及び人権啓発学習会への助成

一般財源 　・人権啓発標語の募集、選定

1,580,754 　・「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）の実施

　・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。

17.男女共同参 男女共同参画推 5,756,000 5,662,886 一般財源 　大阪狭山市男女共同参画推進センター（きらっとぴあ）を市内の

   画費 進事業 5,662,886 NPO法人と協働で運営しました。

　また、専門のカウンセラーによる女性相談を行いました。

18.都市間交流 都市間交流事業 3,500,000 3,500,000 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、友好都市和歌

　 費 3,500,000 山県日高郡日高川町及び本市と共同で世界文化遺産登録をめざす大

韓民国金堤（キムジェ）市等との市民相互の交流を促進するため、

さまざまな交流事業を行う大阪狭山市都市間市民交流協会に補助金

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 19.災害対策費 災害対策管理事 21,714,000 15,745,363 一般財源 　風水害、地震等の自然災害に備えて、防災行政無線（移動系・同

業 15,745,363 報系）及び資機材の点検整備を実施するとともに、アルファ化米な

どの災害対策用備蓄物資を整備しました。

　市民の防災防犯力を高めることを目的に、救命・防災・防犯を統

合した安全安心スクールの実施や、災害対策基本法改正に伴い、災

害時要援護者支援プランを避難行動要支援者支援プランに改訂し、

避難行動要支援者名簿を自主防災組織及び民生委員・児童委員へ交

付しました。

　災害発生時において職員が迅速な行動をとれるよう、防災士資格

取得研修を実施しました。

自主防災組織育 6,299,000 4,859,562 一般財源 　地域防災力の向上をめざし、災害時の自主防災組織が効率的・効

成事業 4,859,562 果的な応急活動ができるよう、資機材の貸与しました。

　自主防災組織が行う防災活動に使用する資機材の購入及び防災活

動に対し補助金を交付しました。

　自主防災組織のリーダーを育成するため、防災士の資格取得に対

し、補助金を交付しました。

防災訓練事業 1,105,000 881,668 一般財源 　地域防災計画の周知や、市民の防災意識の高揚、災害時の防災関

881,668 係機関との連携強化を図るため、総合防災訓練を実施しました。

　市職員を対象とした防災意識の高揚と技術力向上を目的に、水害

を想定した土のうの製作やエンジンポンプ等の操作訓練を実施しま

した。

防災行政無線整 11,364,000 11,214,914 地方債 　災害時における通信手段の確保のため、260MHzデジタル移動系防

備事業 10,000,000 災行政無線の携帯型20台を購入しました。

一般財源

1,214,914
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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 19.災害対策費 平成28年熊本地 73,000 71,244 一般財源 　平成28年4月に発生した、平成28年熊本地震で被災した大津町を支

震支援事業 71,244 援するため、職員を派遣しました。

22.グリーン水 グリーン水素シ 1,999,000 1,878,406 一般財源   第四次大阪狭山市総合計画に基づいた、大阪狭山市総合戦略の重

素シティ事業 ティ事業推進室 1,878,406 点項目に掲げる基本目標の達成に向け取り組む施策として、「大阪

推進費 管理事業 狭山市グリーン水素シティ構想」（案）を作成し、パブリックコメ

ントを募集しました。

　また、市100％出資のメルシーfor SAYAMA 株式会社の指導・助言

やグリーン水素シティ事業推進研究会を開催しました。

 3.戸籍住民基 1.戸籍住民基 旅券事業 22,827,000 22,805,035 その他 　大阪府からの権限移譲により、一般旅券（パスポート）の申請と

　本台帳費 　本台帳費 22,805,035 交付を行いました。また、旅券手数料の納付のため、大阪府証紙と

収入印紙の取扱いを行いました。

マイナンバー（ 20,401,000 10,431,284 国庫補助金 　マイナンバー（個人番号）カードを申請された方に対して、本庁

個人番号）カー 10,013,000 又はニュータウン連絡所窓口にてカードの交付を行いました。（マ

ド交付事業 一般財源 イナンバーカードの発行については地方公共団体情報システム機構

418,284 に委任しています。）
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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 46,375,000 44,008,717 府支出金 　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。

  務費 業 14,732,400 　・大阪狭山市社会福祉協議会　　　　　　　  41,072,717円

一般財源 　・大阪狭山つくし会（精神障がい者家族会）　 　 54,000円

29,276,317 　・大阪狭山市身体障害者福祉協議会　　　　　　 560,000円

　・大阪狭山市知的障がい者・障がい児あんずの会「本人会」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000円

　・河内長野・大阪狭山地区保護司会大阪狭山支部 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

コミュニティソ 18,673,000 16,014,122 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 13,129,000 ュニティソーシャルワーカーを1名ずつ配置し、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)、

2,885,122 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。

ボランティア活 6,857,000 6,448,992 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

動等推進事業 4,068,000 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る地

一般財源 域福祉活動を促進しました。

2,380,992

災害ボランティ 1,981,000 1,616,658 一般財源 　大阪狭山市が災害で被災した場合や市外で大災害が起こった場合

アネット運営事 1,616,658 を想定し、市内の各種団体、NPO、企業、学校等に参画をよびかけ、

業 本事業の推進母体となる「災害ボランティアネット」を運営しまし

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 1.社会福祉総 援護団体等育成 416,000 416,000 一般財源 　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。

 務費 事業 416,000 　・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

 生活困窮者自立 28,742,000 19,699,162 国庫支出金 　生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困

支援事業 19,616,750 窮者に対して自立相談支援事業等を実施しました。

一般財源 　・自立相談支援事業・家計相談支援事業　　 13,778,508円

82,412 　・生活困窮者就労準備支援事業　　　　　　　5,449,345円


　・巡回相談支援事業　　　　　　　　　　　　　173,000円

　 　・一時生活支援事業　　　　　　　　　　　　　 67,309円

　・住居確保給付金　　　　　　　　　　　　　  231,000円

南河内広域行政 18,015,000 18,015,000 府支出金 　大阪府からの権限移譲事務等（15事務）について、南河内3市2町

共同処理事業 8,351,000 1村（大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早

一般財源 赤阪村）で、大阪府南河内府民センタービル内に設置した南河内広

9,664,000 域事務室において、共同処理を行いました。

2.障がい者福 知的障がい者グ 2,100,000 2,100,000 一般財源 　グループホーム等での生活を望む在宅の知的障がい者に対し、適

  祉対策費 ループホームス 2,100,000 切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

テップアップ事 法人大阪府障害者福祉事業団に事業の運営を委託しました。

業

福祉施設管理運 43,327,000 40,661,354 国庫支出金 　大阪狭山市社会福祉協議会を指定管理者として、次の2施設の管

営事業 1,276,000 理運営を行いました。

府支出金 　・心身障害者福祉センター及び母子・父子福祉センター

638,000 　・障害者地域活動支援センター

一般財源 　

38,747,354
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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.障がい者福 障がい者（児） 6,900,000 6,234,000 一般財源 　福祉的給付金支給条例等の規定に基づき障がい者（児）に給付金

  祉対策費 給付金事業 6,234,000 を支給しました。

地域生活支援事 133,549,000 120,607,378 国庫支出金 　障がい者（児）が自立した生活を営むことができるよう、次の事

業 23,767,000 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（児）及び家族等からの相談に応じ、必要な情報を提

11,882,000 　　供する相談支援事業

一般財源 　・手話通訳者の派遣等を行う意思疎通支援事業

84,958,378 　・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

　・障がい者（児）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

　・更生訓練を行った障がい者に対する更生訓練費支給事業

　・障がい者（児）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

　　シー利用料金助成事業

その他給付 320,000 280,000 一般財源 　・戦傷病者見舞金　　　 　　　　　　    　 　  8,000円


280,000 　・原爆被爆者見舞金　　　　　　　　　    　　272,000円

3.高齢者福祉 老人福祉センタ 44,318,000 38,976,478 その他 　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 1,943,800 者に対し、大広間、多目的室、浴場など、憩いの場として利用に供

一般財源 するとともに、さやま荘クラブ（趣味の会）などによる高齢者の教

37,032,678 養向上・健康増進等のレクリエーション事業を実施しました。

4.シルバー人 シルバー人材セ 13,781,000 13,616,000 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 13,616,000 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 7.福祉医療対 老人医療対策事 86,515,000 81,508,317 府支出金 　老人医療費の一部を助成し、その健康の保持及び福祉の増進を図

　策費 業 40,492,148 りました。

一般財源

41,016,169

障がい者医療対 63,522,000 56,726,228 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

策事業 22,019,759 健康の保持及び生活の安定と障がい者の福祉の増進を図りました。

一般財源

34,706,469

子ども医療対策 188,313,000 185,972,598 府支出金 　子ども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 34,949,084

一般財源

151,023,514

ひとり親家庭医 36,999,000 32,813,061 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

療対策事業 16,898,546 全な育成を図りました。

一般財源

15,914,515

未熟児養育医療 3,119,000 2,223,429 国庫支出金 　入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関にお

対策事業 750,000 いて養育に必要な医療の給付を行うことにより、健全な育成を図

府支出金 りました。

415,962

負担金

443,080

一般財源

614,387

9.後期高齢者 大阪府後期高齢 487,905,000 487,904,224 一般財源 　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

  医療対策費 者医療広域連合 487,904,224 進を図りました。

負担金
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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 11.臨時福祉給 臨時福祉給付金 274,352,000 212,913,891 国庫支出金 　消費税率の引上げに際し所得の低い方々への負担の影響に鑑み、

　 付金給付事 給付事業 212,913,891 引続き暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給しまし

   業費 た。

2.児童福祉費 1.児童福祉総 民間保育園等対 124,142,000 113,917,000 国庫支出金 　民間保育園等の運営費について、市が補助を実施することにより、

  務費　 策事業 15,459,000 入所児童の処遇改善及び健全な育成並びに保育園等の円滑な運営を

府支出金 図るとともに、保護者の就労形態の多様化等に伴う断続的な保育等

13,685,000 の需要に対応するための特別保育事業に対し、一部補助することに

一般財源 より、児童の福祉の増進を図りました。

84,773,000

児童福祉施設入 8,179,000 1,675,184 国庫支出金   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

所事業 790,707 婦が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

府支出金 用を援助しました。

395,353 　また、経済的な理由等により、生活基盤が整っていない母子が安

負担金 心して生活できるよう、母子生活支援施設入所に係る施設費を補助

83,000 しました。

一般財源

406,124

ひとり親家庭等 4,500,000 3,204,000 一般財源    　両親、父または母のいない児童に給付金を支給しました。

児童給付金事業 3,204,000

ファミリー・サ 3,305,000 2,624,722 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 874,000 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 府支出金 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

874,000 ができる環境を整備しました。

一般財源

876,722
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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 つどいの広場事 16,720,000 15,128,401 国庫支出金 　主に乳幼児（0～3歳）をもつ親とその子どもが気軽に集い、交流

  務費　 業 4,871,000 を図り、子育て中の負担感を緩和し安心して子育てができるよう、

府支出金 拠点施設（旧くみの木幼稚園）において遊び場の提供、相談・援助

4,871,000 の実施、講座等を行うと共に、家庭で一時的に保育ができない時に

その他 乳幼児を預かる、一時預かり事業も実施しました。

515,400 　また、拠点施設の老朽化し、雨漏りのあるアスファルトシングル

一般財源 屋根について、防水改修工事を行いました。

4,871,001

プレイセンター 3,898,000 3,375,574 府支出金 　子育て家庭の親子が会員となり、子どもには「あそび」を親には

推進事業 2,000,000 「交流」や「学習」を提供することで、親が中心となり地域の中で

一般財源 交流を深め、子育てを楽しめるよう支援を行いました。

1,375,574

発達障がい児支 10,880,000 10,711,658 府支出金 　発達障がい児やサポートが必要な子どもたちが、学校園・地域の

援事業 8,959,000 人たちとともに、より豊かで幸せに自尊心を持って自立した生活が

一般財源 できるよう、一人ひとりの子どもの発達・生活スキルにあった療育

1,752,658 事業や相談事業を行いました。　　　

認定子育てサポ 6,456,000 6,169,869 府支出金 　子育てや保育の経験のある市民、子育て支援に関心のある市民を

ーター事業 2,645,000 子育てサポーターとして認定し、地域で様々な子育て支援活動を行

一般財源 いました。

3,524,869 　また、民生委員・児童委員協議会と共催で、クリスマスイベント

を開催しました。
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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 1.児童福祉総 子ども・子育て 1,007,555,000 937,645,080 国庫支出金 　子ども・子育て支援法に基づき、保育の必要性の認定を受けた就

  務費　 支援給付事業 277,920,305 学前の子どもの保育所や認定こども園等の利用に際して、施設型給

府支出金 付費、地域型保育給付費等を支給しました。

138,960,152

負担金

130,487,330

一般財源 

390,277,293

3.児童福祉施 こども園管理運 245,926,000 234,632,991 府支出金 　就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行うとともに、

  設費 営事業 132,000 保護者に対する子育て支援の総合的支援を行いました。

負担金 　また、園児の快適な環境を確保するとともに、園の事業が円滑に

2,967,050 行われるよう、防草シートの設置及び調理室の空調設備の改修工事

その他 を行いました。

144,134,990

一般財源

87,398,951
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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 5.放課後児童 放課後児童会事 212,773,000 203,140,605 国庫支出金 　就労または疾病等により、昼間保護者が家庭にいない小学生を対

  健全育成事 業 62,475,000 象に、適切な遊びの場や生活の場を提供し、その健全な育成を図る

  業費 府支出金 ことを目的として放課後児童会を開設しました。

42,511,000 　放課後児童会における安全で快適な生活を確保するため、南第三

負担金 放課後児童会に空調機を整備しました。また、第七放課後児童会に

35,272,500 プレハブ新教室を整備し、児童の受け入れ体制の充実を図りました。

一般財源 　・南第三放課後児童会空調機整備工事　　　  1,706,400円　　　

62,882,105 　・第七放課後児童会プレハブ教室建設工事　 76,375,440円　　　

　国庫支出金の内訳　運営費　　　　　　　　 29,191,000円

　　　　　　　　　　整備費　　　　　　　　 33,284,000円

　府支出金の内訳　　運営費　　　　　　　　 29,191,000円

　　 　　　　　　　 整備費　　　　　　　 　 8,320,000円

　　　　　　　　　　新子育て支援交付金　　  5,000,000円

6.子育て支援 子育て支援セン 10,148,000 7,567,537 国庫支出金 　育児情報の提供や子育て講座の開催等を行い、子育て家庭が気軽

  センター費 ター運営事業 2,522,000 に出入りできる身近な相談窓口や交流の場として、地域の子育て支

府支出金 援に努めました。

2,522,000

一般財源

2,523,537

子育て支援セン 6,480,000 6,480,000 一般財源 　子育て支援の拠点施設として子育て家庭が気軽に集うことができ、

ター整備事業 6,480,000 また地域の幅広い市民の利用ができるような機能を併せ持つ子育て

支援センターを新設するため（仮称）第2子育て支援センター基本

設計業務を実施しました。
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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 利用者支援事業 6,193,000 4,610,204 国庫支出金 　育児情報の提供や子育て講座の開催等を行い、子育て家庭が気軽

  センター費 1,536,000 に出入りできる身近な相談窓口や交流の場として、地域の子育て支

府支出金 援に努めました。

1,536,000

一般財源

1,538,204

 3.生活保護費 1.生活保護総 生活保護事務管 3,701,000 3,237,360 国庫支出金 　生活保護面接相談員を配置し、相談者に対してより適切な相談・

務費 理事業 2,678,000 支援を実施しました。

一般財源

559,360

3,701,000 3,573,360 国庫支出金 　就労支援員を配置し、求人情報の収集・提供を行うとともに、就

2,678,400 労意欲の喚起等きめ細かなアドバイスを実施しました。

一般財源

894,960

3,701,000 3,237,360 国庫支出金 　医療扶助相談・指導員を配置し、後発医薬品の周知徹底や適正な

2,678,000 受診指導など医療扶助の適正化を実施しました。

一般財源

559,360

3,701,000 3,554,540 国庫支出金 　警察官OBの生活保護業務支援員を配置することにより、生活保護

2,678,000 業務における不正受給及び不当行為を防止するとともに、警察との

一般財源 連携強化を行うことにより、生活保護業務における実施体制の強化

876,540 と適正化を図りました。
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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

 3.生活保護費 2.扶助費 生活保護費給付 1,429,165,000 1,144,989,330 国庫支出金 　生活困窮者の最低限度の生活を保障するとともに、自立の促進を

事業 924,227,155 図りました。

府支出金

49,826,590

その他

6,672,898

一般財源

164,262,687

（款）4．衛生費

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.保健衛生費 2.健康増進費 予防接種事業 174,527,000 152,677,549 府支出金   予防接種法に基づく定期の予防接種を実施しました。

71,000 　10月からB型肝炎ワクチンが定期接種となり、接種を実施しました。

一般財源 また高齢者肺炎球菌ワクチンは、定期接種だけでなく、任意接種と

152,606,549 しても実施しました。

　里帰り等やむを得ない理由で遠方で予防接種を受けた人の接種費

用の償還払い制度を実施しました。　

母子保健事業 90,923,000 77,743,600 国庫支出金 　妊婦健診、乳幼児健診を実施し、未受診児には再勧奨や個別に面

2,431,000 談を実施しました。

府支出金 　また子育て世代包括支援センター（母子保健型）として、母子専

5,553,000 用相談室（ほっとルーム）を開設し、助産師・保健師による妊娠期

一般財源 からの子育て支援を行いました。妊産婦のタクシー利用料金を助成

69,759,600 することで、妊産婦の健やかな出産・子育てを支援しました。

3
1



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 2.健康増進費 がん検診事業 83,119,000 67,675,144 国庫支出金 　各種がん検診を行い、がんの早期発見に努めました。子宮頸がん

198,000 検診については20歳の人、乳がん検診、大腸がん検診については40

一般財源 歳の人に検診手帳や無料クーポンを送付しました。

67,477,144 　また未受診の人には、ハガキの送付や電話等で個別受診勧奨を行

いました。

　イベント等では、受診勧奨やがんに関する正しい知識の普及啓発

に努めました。

歯科保健事業 9,002,490 6,234,730 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

6,234,730 患の予防に努めました。また、節目年齢の人に、無料クーポンを送

付し、個別に受診勧奨を行いました。

　歯科保健講演会を実施し、口腔ケア等歯の健康に関する正しい知

識の普及啓発に努めました。

3.保健センタ 小児救急医療対 57,670,000 55,586,784 一般財源 　365日の夜間（8時～翌朝8時まで）、小児の急病に対応し、迅速に

　ー管理費 策事業 55,586,784 適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。

4.環境衛生費 衛生業務処理事 51,984,000 48,537,640 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、生活環境の維

業 95,500 持に努めました。

その他

17,470,775

一般財源

30,971,365

2.清掃費 1.清掃総務費 ごみ収集運搬事 306,966,000 271,085,870 その他 　日常生活から排出される生活系一般廃棄物のうち、生ごみ・可燃

業 4,672,450 ごみの収集を業務委託により行いました。

一般財源

266,413,420

3
2



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 し尿汲取処理事 9,912,000 9,911,288 その他 　月2回のし尿の収集を業務委託により行い、公衆衛生の向上に努

業 908,600 めました。

一般財源

9,002,688

2.ごみ減量対 有価物回収奨励 11,200,000 9,289,800 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 9,289,800 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。

リサイクル資源 77,349,000 63,101,607 その他 　ごみの減量化と資源化を推進するため、リサイクル資源（空きカ

回収事業 11,879,919 ン、空きビン、牛乳パック）の収集を行いました。

一般財源 　また、毎月1回ペットボトルと発泡スチロールトレイ、金属類の

 51,221,688 収集を行いました。

ごみシール制収 2,452,000 2,407,188 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

集事業 2,407,188 により、ごみの減量化を推進しました。

生ごみ堆肥化容 701,000 700,736 一般財源 　ごみの減量化の推進を目的に、コンポストなどの生ごみ堆肥化容

器等の貸与事業 700,736 器等を貸与しました。

生ごみ処理機購 300,000 83,000 一般財源 　ごみの減量化の推進を目的に、家庭から排出される生ごみ等を堆

入補助事業 83,000 肥化する生ごみ処理機の購入に対し、購入費用の一部を補助しまし

た。

家電リサイクル 612,000 500,000 その他 　家電リサイクル法による特定家庭用機器(家電4品目)を収集し、

事業 310,500 メーカーの指定場所まで運搬し、資源の再利用を促進しました。

一般財源

189,500
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（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 ため池等維持管 12,297,000 9,740,000 負担金 　老朽ため池・農業用水路等の維持管理、改修工事等を実施し、農

　備事業費 理事業 4,584,000 業基盤の整備を図りました。

一般財源 ○ため池等草刈業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　2件

5,156,000 ○東池尻新池改修事業　　　　　　　　　　　　　　　　　1件

○濁り池、北池、芦池、今熊新池、長谷池の耐震性能調査　1件

（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 各種団体等補助 19,175,000 19,175,000 一般財源 ○地域活性化事業補助金

事業 19,175,000 　さやりん運営事業及び大阪狭山ブランド運営事業により地域経済

の活性化を図ることを目的に助成しました。

○産業まつり事業補助金

　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

産地消の推進をめざし、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。

○桜まつり事業補助金

　狭山池の桜を観光名所として広く知らしめ、桜のライトアップや

模擬店等のイベントを実施することにより、観光客の誘致及び地域

振興を推進することを目的に助成しました。

地域就労支援事 3,706,000 3,423,191 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 3,423,191 相談業務や、就職に向けて医師事務作業補助者養成講座を実施しま

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

1.商工費 2.消費者行政 消費者行政事業 5,394,000 5,358,270 府支出金 ○商品量目調査事業

  推進費 4,473,535 　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

一般財源 定所、消費者団体の協力により、市内で販売されている商品の量目

884,735 について買取検査を実施しました。

○消費者相談事業

　消費生活相談員による消費者相談を毎週月～金曜日に行い、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 3,582,000 1,530,000 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 765,000 　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ない

府支出金 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補助金

382,000 交付要綱」に基づき、耐震診断に要した費用の一部について補助を

一般財源 行いました。

383,000 　・戸建木造住宅　34戸   45,000円×34戸

1,500,000 570,000 国庫支出金 ○大阪狭山市木造住宅耐震改修設計補助

285,000 　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ない

府支出金 木造住宅に対して、「大阪狭山市木造住宅耐震改修設計補助金交付

142,000 要綱」に基づき、耐震改修設計に要した費用の一部について補助を

一般財源 行いました。

143,000 　・戸建木造住宅   6戸　　100,000円×5戸

                           70,000円×1戸

8,000,000 5,500,000 国庫支出金 ○大阪狭山市木造住宅耐震改修補助

2,750,000 　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ない

府支出金 木造住宅に対して、「大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金交付要綱」

850,000 に基づき、耐震改修に要した費用の一部について補助を行いました。

一般財源 　・戸建木造住宅　 7戸　　700,000円×4戸

1,900,000 　　　　　　　　　  　　  900,000円×3戸

6,000,000 400,000 国庫支出金 ○大阪狭山市木造住宅除却補助

200,000 　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ない

一般財源 木造住宅に対して、「大阪狭山市木造住宅除却補助金交付要綱」に

200,000 基づき、除却に要した費用の一部について補助を行いました。

　・戸建木造住宅   1戸　　400,000円×1戸
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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 2.道路橋梁整 道路維持事業 38,989,000 38,831,380 一般財源   道路を維持し、事故防止等を図るため、道路維持管理に努めまし

  備費 38,831,380 た。

　・道路修繕件数　        　     　 138件   11,128,813円

  ・道路維持補修工事件数             42件   23,999,760円

　・道路補修用材料費　　　　　　　　　　　　　 547,807円　

　 　・工事負担金　　　　　　　　　　　　　　　 3,155,000円　

道路改良事業 61,500,000 61,499,520 一般財源   地域の利便性の向上、事故防止等を図るため、道路整備に努めま

61,499,520 した。

　・道路改良工事事業　　　　　　　　 14件　　61,499,520円　　

3.交通対策費 交通対策管理事 21,585,000 18,427,126 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に努めました。

業 18,427,126

駅前自転車置場 12,177,000 11,233,568 一般財源   駅前自転車放置対策事業として、市内3駅周辺の自転車等放置禁

事業 11,233,568 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、放置自転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。

交通安全施設整 104,361,000 92,368,440 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 2,200,000 交通看板、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 　交通事故防止を図るため、交差点のカラー化を行いました。

27,403,000 　市内の主要道路の老朽化に伴う舗装補修及び、市内の橋梁点検

一般財源 を行いました。

62,765,440

・修繕料及び標識代          　　　　　　　　　　1,399,248円

・交通安全施設点検業務委託料　　　　　　　　　　7,454,160円

・LED街路灯借上料                    　　　    14,716,440円

・交通安全施設整備工事費               42件　　68,449,320円

・道路反射鏡等原材料費　　　　　　　　　　　　　　349,272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

2.道路橋梁費 3.交通対策費 市内循環バス事 41,110,000 41,104,788 一般財源 　市民の日常生活に必要な公共施設等へのアクセスを確保するため、

業 41,104,788 公共交通網の整備・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 公園緑地管理事 180,482,000 171,009,113 府支出金 　公園や緑地を市民が安全で快適に利用できるよう、公園遊具等施

　理費 業 32,377,840 設の点検や補修を実施するとともに、樹木の剪定や草刈り等適正な

その他 維持管理を行いました。

345,024 　また、一部の公園では地域との協働による清掃活動を行いました。

一般財源

138,286,249

市民ふれあいの 25,253,000 22,950,432 その他 　市民の憩いの場となるよう、市民ふれあいの里花と緑の広場の運

里花と緑の広場 5,781,800 営を行うとともに、リス園の補修や昇降機の修繕等を行いました。

管理事業 一般財源

17,168,632

4.緑の環境整 花のあふれる街 2,453,000 2,190,648 一般財源 　潤いと安らぎのある緑豊かな街づくりをめざすため、ボランティ

　備費 角づくり事業 2,190,648 ア団体への花苗等の緑化資材の配布や交流を通じ、花や緑に対する

意識の向上に努めました。

　また、沿道の景観を向上させるため、フラワーポットに季節の草

花の植付けを行いました。

緑化推進事業 779,000 551,542 その他 　緑豊かな街づくりを推進するため、「大阪狭山市緑化推進及び樹

36,000 木の保存に関する要綱」に基づき、助成を行いました。

一般財源 　また、緑のまちづくり指定寄附金の基金積み立てを行いました。

515,542
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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 5.公園緑地整 桜の里づくり推 1,000,000 972,000 一般財源 　本市の木である桜の樹勢回復を目的に、狭山池公園と市道西池尻

　備費 進事業 972,000 59号線の桜18本の剪定を行いました。

都市公園等整備 299,867,000 236,193,240 地方債 　都市公園に関する長寿命化計画の策定、防災施設の設計、改修工

事業 15,000,000 事を行いました。

国庫補助金 ・平成28年度大阪狭山市公園施設長寿命化計画策定業務

49,610,000 ・東大池公園震災対策用貯水施設設計業務

一般財源 ・東大池公園防災備蓄倉庫新築工事に伴う実施設計業務

171,583,240 ・副池オアシス公園駐車場舗装改修工事

・副池オアシス公園中橋改修工事

・（仮称）今熊市民の森緑地保全事業用地購入

（仮称）今熊市 183,000,000 183,000,000 地方債 　大阪狭山市土地取得特別会計が先行取得している用地を一般会計

民の森保全事業 126,600,000 に買い戻しました。

国庫補助金 ・（仮称）今熊市民の森緑地保全事業用地購入

23,500,000

一般財源

32,900,000
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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 常備消防事業 3,143,000 2,199,960 一般財源 　近年、発生拡大が予想される新型インフルエンザに備え、救急活

2,199,960 動等に必要な感染防止用資器材等を整備し、救急体制の充実強化を

図りました。

救急高度化推進 6,564,000 4,687,311 一般財源 　救急需要の増加及び救急活動の高度化に対応するため、高度救急

事業 4,687,311 用医薬材料の購入や救急用資器材の整備を行うとともに、救急隊員

の資格取得や技術向上のため各種講習を受講し、救急体制の充実強

化を図りました。また、救急活動により発生する医療廃棄物の適正

処理に努めるなど、法令順守に務めました。

救急安心センタ 1,074,000 1,038,000 一般財源 　医師・看護師・相談員が市民の悩みや迷いに対して、医学的な見

ー事業 1,038,000 地から適切な助言を行い、また緊急対応が必要な場合には救急搬送

の助言を行う、救急安心センター（24時間・365日体制）に参画し、

市民の安心感の確保と救命率の向上を図りました。

2.非常備消防 消防団員安全 796,000 684,342 府支出金 　消防団員の公務災害防止や消防活動の安全性と行動性を高めるた

　費 装備品等整備 250,000 め、各種資器材を整備しました。

事業 一般財源

434,342

3.消防庁舎管 消防庁舎管理事 715,000 712,800 一般財源 　災害現場で使用する消防救急無線のデジタル方式への移行が完了

  理費 業 712,800 し、平成28年5月31日をもってアナログ方式が廃止されたことに

　 伴いアナログ無線設備について、法令に基づき適切に撤去を行いま

した。

4.ニュータウ ニュータウン出 152,000 140,400 一般財源 　ニュータウン出張所の訓練施設の老朽化に伴う一部改修工事を行

　ン出張所管 張所管理事業 140,400 い、訓練実施時の安全管理体制の充実を図りました。

　理費
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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.消防費 5.消防施設整 石油貯蔵施設立 4,265,000 4,074,840 府支出金 　堺泉北臨海工業地帯石油貯蔵施設災害の応援を補うため、堺市消

  備費 地対策事業 3,309,000 防局と消防相互応援協定を締結し、有事に備えるとともに、本市消

一般財源 防体制の充実を図るため、各種資器材を整備しました。

765,840

高機能消防指令 4,597,000 2,010,960 一般財源 　消防本部からの各種災害出場要請や災害内容等の情報提供を円滑

センター総合整 2,010,960 に行うため、消防団の各分団へ受令機を配備しました。

備事業

消防用活動機器 5,832,000 5,832,000 一般財源 　火災現場等で使用する空気呼吸器用ボンベの空気充填用として、

整備事業 5,832,000 ニュータウン出張所に設置していた空気充填施設の更新に伴い、コ

ンパクトで移動可能なタイプの機種を導入し、現場対応能力の向上

に努めました。

消防車両等整備 48,673,000 47,628,000 一般財源 　多種多様な災害現場において安全で迅速な消防活動を展開させる

事業 47,628,000 ため、年次計画に基づき更新整備し、消防力の保持増強を図ってお

り、今年度においては消防署ニュータウン出張所に配置の消防ポン

プ自動車1台と消防団の小型動力ポンプ積載車１台の整備を行い、

消防車両の機能維持に努めました。

（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 2.教育管理費 公用車更新事業 325,000 172,800 一般財源 【公用車更新事業】

172,800 　老朽化が進んでいた技能職員事務所の公用車を更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　一般財源：  　156,600円

　老朽化が進んでいた技能職員事務所の公用車の廃車手続きをしま

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財源：  　 16,200円

4
1



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 2,169,000 1,954,712 府支出金 　専任の相談員を配置して週4日(月～木)相談日を設けました。

736,668 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52件の相談があり、指導助言を行い

1,218,044 ました。

学校図書館整備 5,000,000 4,999,948 一般財源 　学校図書館図書整備基準を満たすため、各小中学校の学校図書館

事業 4,999,948 図書を整備しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　一般財源：  4,999,948円

支援教育事業 43,538,000 39,911,543 府支出金 　小・中学校の支援学級において、特に重度障がい児が入級してい

2,694,425 る学校に、府費負担教員以外に学びの支援員を配置するとともに、

一般財源 特別学びの支援員（看護師）を東小、西小、南第一小、北小に配置

37,217,118 し、教育の充実に努めました。

(小学校)　東小 5人、西小 2人、南第一小 6人、南第二小　2人

　　　　　南第三小　1人、北小 2人、第七小 2人

(中学校)　狭山中 2人、南中 1人

読書eプラン推 13,539,000 12,908,164 一般財源 　子どもが本に親しみ読書の楽しさを知るなかで、幅広い知識、考

進事業 12,908,164 える力、コミュニケーション力、言語力等を獲得できるよう、小・

中学校全校に司書を配置し、読書環境を整え、継続した読書活動を

行いました。

　また、子どもが読書に親しむ機会を充実させるために、夏季休業

中などに学校図書館を地域に開放しました。

学習支援チュー 1,470,000 1,430,000 一般財源 　小学校3・4年生の児童や中学生の希望者に対して、自学自習力の

ター事業 1,430,000 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 学校教育自立支 770,000 644,000 一般財源 　日本語の理解が十分でない海外からの転入児童生徒に学習環境へ

援通訳事業 644,000 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

支援を行いました。（南第一小、第三中)

中学校部活動支 943,000 934,500 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、部活動の充実

援人材活用事業 934,500 を図りました。

狭山中学校:ｿﾌﾄﾃﾆｽ､ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ､ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ､卓球､ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ､ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ､

           科学

南中学校　:硬式ﾃﾆｽ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、吹奏楽

第三中学校:ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、吹奏楽、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、軟式野球

学力向上推進事 19,372,000 17,037,171 一般財源 　小学校低学年の子どもたちの授業中のサポート体制を強化するた

業 17,037,171 めに、「さやまっ子ティーチャー」を全小学校に配置し、学習活動

がスムーズに行われるようにするとともに、学習への意欲を高め、

学力向上を図りました。

　また、全国学力・学習状況調査で継続的に上位の結果を保ち続け

ている先進地を視察し、その取組みを積極的に取り入れることで、

市全体の学力向上を推進しました。

体力向上推進事 1,425,000 1,368,251 一般財源 　児童・生徒の体力・運動能力の向上をめざして小学校体育と中学

業 1,368,251 校体育の剣道の授業に体育指導支援員および剣道指導支援員を配置

し、体育の指導の充実を図るとともに、教職員による体力向上プロ

ジェクトメンバーが、体力向上プランの作成を通して、継続して取

り組める運動種目を開発し、壁面掲示物の作成を行いました。

キャリア教育推 990,000 736,756 一般財源 　子どもの職業意識の向上と自尊感情の育成を図るため、身近な題

進事業 736,756 材から将来の夢の実現へとつながるような「大阪狭山市キャリア教

育プログラム」に基づき、各校で工夫した取組みを行いました。
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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 家庭教育支援事 986,000 793,000 府支出金 　家庭の教育力の向上を図るため、子育てに悩みを抱える家庭や学

業 252,000 校からの依頼に基づき、中学校区ごとに地域人材や学生等で支援チ

一般財源 ームを設置し、個別指導を通して保護者や児童生徒への相談活動・

541,000 学習支援を行いました。

学校評価・支援 480,000 480,000 一般財源 　学識経験者・元校長からなる学校づくり応援団が学校の取組みに

事業 480,000 ついて、具体的なアドバイスを行い、学校力の向上を図りました。

2.小学校費 1.小学校管理 小学校運営事業 7,914,000 6,921,018 国庫支出金 【理科等備品整備事業】

  費 1,562,000 　教材整備基準を満たすため、各小学校の理科・算数備品を整備し

一般財源 ました。

5,359,018 　　　　　　　　　　　　　　　　　 国庫支出金：  1,562,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　一般財源：  1,562,710円

【小学校事務用機器更新事業】

　老朽化が進んでいた南第二小学校、北小学校、南第三小学校、第

七小学校の事務用複写機を更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財源：  　768,960円

【学校備品の更新事業】

　老朽化が進んでいた南第三小学校、北小学校、第七小学校の体育

備品を更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財源：  3,027,348円

施設管理事業 2,316,000 2,121,200 一般財源 【小学校PCB含有機器取替等実施事業】

2,121,200 　西小学校の高濃度PCBが含有されていた高圧コンデンサの処分を

実施しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財源：  　695,600円

【小学校AED更新事業】

　各小学校（南第三小学校除く）に設置のAEDを更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財源：  1,425,600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

2.小学校費 1.小学校管理 コンピュータ 19,342,000 15,143,251 一般財源 【教育コンピュータネットワークシステム更新事業】

　費 設置事業 15,143,251 　老朽化していた各小学校で使用しているネットワークシステム及

びパソコン教室のサーバ等を更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財源： 15,143,251円

3.小学校整備 小学校整備事業 1,105,823,000 773,575,920 国庫支出金 【小学校普通教室空調機設置事業】

　費 40,273,000 　小学校の普通教室に空調機を設置しました。

地方債 　　　　　　　　　　　　　　　　　 国庫支出金：　9,274,000円

572,800,000 　　　　　　　　　　　　　　　　　     地方債：272,200,000円

一般財源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財源： 79,733,080円

160,502,920 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（需用費除く）

【小学校給食用エレベーター改修事業】

　南第二小学校の給食用エレベーターの改修工事を行いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 国庫支出金： 17,395,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　     地方債： 29,100,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般財源：         80円

【学校施設大規模改造事業】

　建築後25年以上が経過し、老朽化が進んでいる第七小学校普通教

室棟の大規模改造工事を行いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 国庫支出金： 13,604,000円

　　　　　　　　　　　　　　　 　  　　地方債：271,500,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　一般財源： 80,769,760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

3.中学校費 1.中学校管理 中学校運営事業 5,132,000 4,550,580 国庫支出金 【理科等備品整備事業】

　費 1,376,000 　教材整備基準を満たすため、各中学校の理科・数学備品を整備し

一般財源 ました。

3,174,580 　　　　　　　　　　　　　　　　　　国庫支出金： 1,376,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源： 1,376,488円

【中学校事務用機器更新事業】

　老朽化が進んでいた南中学校、第三中学校の事務用複写機を更新

しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源： 　384,480円

【学校備品の更新事業】

　老朽化が進んでいた第三中学校の体育備品を更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源： 1,413,612円

施設管理事業 2,810,000 2,663,712 一般財源 【中学校AED更新事業】

2,663,712 　各中学校に設置のAEDを更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源：   712,800円

【楽器整備事業】

　老朽化が進んでいた各中学校の楽器を修繕しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源：   298,512円

　老朽化が進んでいた各中学校の楽器の買い替えを行いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源： 1,652,400円

コンピュータ 9,894,000 7,647,878 一般財源 【教育コンピュータネットワークシステム更新事業】

設置事業 7,647,878 　老朽化していた各中学校で使用しているネットワークシステム及

びパソコン教室のサーバ等を更新しました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源： 7,647,878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

3.中学校費 3.中学校整備 中学校整備事業 40,326,000 2,839,320 一般財源 【中学校給食用エレベーター改修事業】

　費 2,839,320 　南中学校の給食用エレベーターシャフト改修工事を行いました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財源： 2,839,320円

4.幼稚園費 1.幼稚園費 幼稚園子育て支 7,505,000 3,711,854 その他 　子どもたちの育ちの機会を補完し、子育てを支援するため、市立

援事業 2,180,100 幼稚園及びこども園において、通常保育終了後、短縮期間中及び夏

一般財源 季保育日を含め、午後5時まで預かり保育を行いました。

1,531,754

2.幼稚園振興 幼稚園就園奨励 50,793,000 50,792,300 国庫支出金 　私立幼稚園に就園する園児に係る入園料及び保育料の支払いの経

　費 事業 15,532,000 済的負担を軽減するため、その一部を補助しました。

一般財源

35,260,300

子ども・子育て 144,339,000 134,488,414 国庫支出金 　子ども・子育て支援法に基づき、教育の必要性の認定を受けた就

支援給付事業 11,712,622 学前の子どもの幼稚園や認定こども園の利用に際して、施設型給付

府支出金 費を支給しました。

11,715,566

一般財源 

111,060,226

5.社会教育費 1.社会教育総 社会教育管理事 5,767,000 4,374,374 一般財源 社会教育関係団体事業費補助金

　務費 業 4,374,374 　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・

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。
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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 さやま元気っこ 8,013,000 5,578,261 府支出金 　市民ボランティアの協力を得て、子どもたちを見守り、放課後に

　務費 推進事業 1,293,000 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し

その他 た。　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　5,578,261円　　

979,300

一般財源

3,305,961   

2.公民館費 施設管理事業 72,716,000 69,444,619 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。

6,731,810   ・印刷製本費　　　　　　　　　　　　　　      16,200円

一般財源   ・指定管理料　　　　　　　　　　　　　　  59,756,275円

62,712,809   ・空調機保守点検委託料　　　　　　　　　 　   77,760円

  ・駐車場用地借上料　　　　　　　　　　　 　2,151,984円

  ・空調機器借上料　　　　　　　　　　　　 　6,308,400円

  ・パソコン講座用システム借上料　　　　　　 1,134,000円

3.図書館費 施設管理事業 95,114,000 94,335,119 その他   ・消耗品代　　　　　　　　　　　 　　　　　　314,243円

12,000   ・指定管理料　　　　　　　　　　　　　　  74,847,000円

一般財源   ・図書館トイレ改修工事実施設計業務委託料 　1,080,000円

94,323,119 　・図書館トイレ改修工事監理業務委託料    　 1,291,680円

  ・図書検索システム借上料　　　　　　　　 　6,883,056円

　・図書館管理事業に伴う備品購入費　      　   249,900円

　・図書館トイレ改修工事　   　　　　　 　   9,669,240円

4.郷土資料館 郷土資料館事業 3,055,000 2,697,840 その他 　大阪狭山市名誉市民であり、考古学者として初めて文化勲章を受

　費 651,200 章し、多くの業績を残した末永雅雄先生の没後25年を記念して特別

一般財源 展『末永雅雄先生－その生涯と郷土狭山』を開催し、展示図録を販

2,046,640 売しました。
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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 4.郷土資料館 狭山池博物館・ 7,976,000 7,840,540 一般財源 　大阪府立狭山池博物館と大阪狭山市立郷土資料館の府市共同運営

　費 郷土資料館共同 7,840,540 にかかる費用を負担しました。

運営事業 　・施設維持管理負担金　　　            　　　　3,419,501 円

　・人件費等負担金　　　　　　　　            　2,496,207 円

　・展示費等負担金　　　　　　　　            　　637,750 円

　・共有文化財研究・保存負担金　　            　1,287,082 円

狭山池博物館・ 5,400,000 5,038,200 府支出金 　大阪府立狭山池博物館と大阪狭山市立郷土資料館のにぎわいづく

郷土資料館三者 4,743,360 りのため、博物館運営に関する事業の一部を大阪府から大阪狭山市

共同運営事業 一般財源 が受託し、市から狭山池まつり実行委員会へ再委託し、事業を実施

294,840 しました。

　・協働推進事業（博物館ボランティア育成支援業務、博物館受付

　　案内業務、公演・展示・イベント等の実施、情報発信業務）

　・狭山池博物館・郷土資料館魅力づくり事業

　　（狭山池の価値向上業務）

7.市史編さん 市史編さん事業 9,264,000 7,527,775 その他 　本市に関わる歴史資料を調査収集し、得たデータや知見を整理、

　費 275,970 記録して市民の貴重な共有財産として活用に努めました。また、市

一般財源 内の石造物・建築物等の調査を行いました。

7,251,805 　・歴史文化セミナー『簡修館』の実施

8.文化財保護 埋蔵文化財発掘 16,223,000 13,729,076 国庫支出金 　陶邑窯跡群・池尻遺跡・池尻城跡・狭山藩陣屋跡等において開発

　費 調査事業 4,050,000 工事等に伴い破壊の恐れのある埋蔵文化財の発掘調査を実施し、出

一般財源 土遺物の調査・整理・保存を行いました。

9,679,076 　・開発工事等に伴う埋蔵文化財発掘調査

　・出土遺物の調査・整理・保存

　・発掘調査報告書の刊行

　・狭山池の航空レーザー測量
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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 8.文化財保護 文化財保護推進 6,727,000 5,293,288 国庫支出金 　市指定文化財の指定に向けた調査、文化財保護意識の普及啓発事

　費 事業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3,726,649 業を実施しました。また、歴史文化基本構想策定事業を行いました。

一般財源 　・文化財保護審議会の開催

1,566,639 　・文化財保護推進事業の実施

　・歴史文化基本構想策定事業

狭山池の魅力発 19,080,000 11,682,971 国庫支出金 　狭山池の文化財的価値の再検討を行い、その歴史的価値を広く全

見活用事業 3,341,000 国に発信することを目的に活用事業を実施しました。また、史跡狭

一般財源 山池保存活用計画策定事業を進めました。

8,341,971 　・狭山池総合学術調査委員会の開催

　・狭山池シンポジウム2016の開催

　・史跡狭山池保存活用計画策定事業

9.社会教育施 社会教育施設管 27,466,000 24,101,276 国庫支出金 【社会教育センター】

　設管理費 理事業 777,000   広く市民等に、市民の交流・学習活動の場を提供しました。

その他 　　・指定管理料　　　　　　　　　　　　　　 7,727,556円

6,048,550 　　・社会教育センター耐震補強工事監理業務委託料　　

一般財源 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,073,600円

17,275,726 　　・社会教育センター耐震補強工事　　　　　 6,632,280円

【青少年野外活動広場】

  広く市民等に、野外活動の場を提供しました。 7,667,840円

　○「こどもの日」の無料開放イベント事業『Go！Go！ふれあいの

　　里ワールド』の実施
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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 1.社会体育総 プール開放事業 12,549,000 11,616,691 一般財源    市民の健康増進と体位の向上を図るため大阪狭山市立プール

  務費 11,616,691 （東プール、西プール）2ヵ所を開放しました。

　・市立プール一般開放事業総合管理業務　　　　4,276,800円

　　開放期間　7月28日～8月23日　27日間

　　団体開放日、親子開放日

　・水泳教室（委託）　　　　　　　　　　　　　　109,080円

　　8月7日～8月10日（4日間コース）

　　対象：小学1年生～小学3年生　30人参加

　・市立東プール改修工事　　　　　　　　　　　5,607,360円

　　工事期間　4月2日～6月9日

　　塗装工事　コンクリート製プール　25×15ｍ

各種教室・大会 857,000 750,169 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す

運営事業 112,000 るとともに、健康・体力の増進と基礎的な技術指導を行い、市民相

一般財源  互の親睦を図りました。

638,169 　・おやこのふれあいサークル｢わ｣春、秋

　・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、ﾃﾆｽ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ)

　・市民マラソン大会 　

　・南大阪駅伝競走大会

さやりんピック 925,000 775,784 一般財源  　地域住民がスポーツを通じて健康、福祉、環境、防犯、防災など

事業 775,784 の要素を取り入れた競技やレクリエーションを楽しみながらコミュ

ニティづくりを深める事業を行いました。
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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

6.保健体育費 2.社会体育施 体育施設管理事 4,299,000 3,376,463 その他 　市立南青少年運動広場・第三青少年運動広場（直営施設の管理）

　設管理費 業 1,000 （需用費）1,043,663円

一般財源  　・消耗品費　　　218,206円　　　　　　　　　　

3,375,463 　・光熱水費　　　 29,946円　

　・修繕料        795,511円

（委託料）第三青少年運動広場樹木剪定業務　　194,400円

（備品購入費）AED買替　9施設分　　　　　　2,138,400円

ふれあいスポー 13,742,000 13,478,726 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、広く市

ツ広場施設管理 199,900 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   ・指定管理料　                        　6,391,930円 

13,278,826   ・借地料                            　　7,086,796円

市民総合グラウ 9,109,000 9,055,751 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、広く市

ンド施設等管理 2,907,455 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]

6,148,296   ・指定管理料                          　9,055,751円

大野テニスコー 27,964,000 27,690,619 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、広く市

ト施設等管理事 7,555,750 民等にスポーツや運動の場を提供しました。

業 一般財源   ・指定管理料　                          7,307,337円　　

20,134,869 　・借地料　                           　20,383,282円

 (ただし、共に第三青少年運動広場分も含む)

  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 8,393,000 8,392,353 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、広く市

管理事業 3,118,310 民等にスポーツや運動の場を提供しました。

一般財源   ・指定管理料　                        　8,392,353円          

5,274,043 　
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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 3.総合体育館 総合体育館管理 33,543,000 31,275,915 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、広く市

  管理費 事業 9,401,025 民等にスポーツや運動の場を提供しました。

一般財源   ・指定管理料　　　　　　　　　　　　　　　24,387,675円

21,874,890   ・空調設備改修工事　　　　　　　　　　　   6,888,240円

　　工事期間　6月1日～6月30日

    事務室、会議室（大・小）、プレイルーム

    選手控室、役員控室

4.野球場管理 野球場管理事業 5,917,000 5,692,431 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、広く市

  費 2,358,350 民等にスポーツや運動の場を提供しました。

一般財源 　・指定管理料　　　　　　　　　　　　　　　 5,692,431円

3,334,081

5.学校給食施 学校給食運営事 144,124,000 136,962,119 その他 　「より豊かな学校給食の実現」をめざし、食物アレルギー除去食

  設管理費 業 295,100 の対応として、調理段階において卵・乳製品（牛乳、チーズ、ヨー

一般財源 グルト、バター、脱脂粉乳）・いか・えび・かにの5種類9品目の食

136,667,019 物を取り除いた給食の提供や小学校の子どもたちに人気のバイキン

 グ給食をクラスごとや学年ごとに年3回実施しました。また、調理

機器及び各学校に設置している牛乳保冷庫等の備品を更新しました。

○給食数　　　　5,238食／日

○実施日数　　　小学校182日／年（バイキング給食3日を含む）

　　　　　　　　中学校170日／年

　・学校給食調理等業務委託料(食物アレルギー除去食調理を含む）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   123,228,000円

　・給食センター用備品購入費                      3,365,582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 衛生管理対策事 538,000 396,986 一般財源 　O－157等様々な細菌による食中毒を防止し、学校給食の衛生管理

  設管理費 業 396,986 の強化を図るため、2週間ごとの腸内細菌培養検査及びノロウィル

スの検査を流行期に実施しました。

施設管理事業 51,171,000 30,708,197 一般財源 　学校給食事業を円滑に推進するため、施設・設備機器等の維持管

30,708,197 理及び修繕を行いました。また、安全・安心な学校給食の運営を図

るには、老朽化した施設を改修する必要があるため、学校給食セン

ター改修工事（2期）設計変更に伴う実施設計業務を実施しました。

　・　光熱水費　　　　　　　　　　　   　       17,748,425円

　・　施設設備修繕費　　　　　　　　　　　       1,496,616円

　・　学校給食センター改修工事（2期）設計変更に伴う実施設計

      業務　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　2,744,280円

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

事業 10,000,000 容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（白飯）及び特別加工賃（赤飯、おにぎ

　　　　　　　り等）
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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

2.徴収費 1.賦課徴収費 保険料徴収事業 9,562,000 8,370,292 その他 　国民健康保険料の納付機会を拡充するため、コンビニエンスス

8,370,292 トアでの公金収納を実施し、納付の利便性の向上を図りました。

　利用件数　19,949件 ・ 収納額　235,558,314円

　納付呼びかけセンターを設置し、国保料や市税等の未納がある

方に専門のオペレーターが電話により納付を呼びかけ口座振替を

推進しました。

　架電件数　3,062件 ・ 納付確認額　13,133,814円

　ペイジー口座振替受付サービスを平成24年12月から開始し、平

成28年度は448件の申し込みがありました。

（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.療養諸費 1.一般被保険 療養給付事業 4,032,977,000 3,779,526,625 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

  者療養給付 957,667,479 行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 療養給付事業 81,392,000 74,393,840 282,757,511 　　被保険者数　　　  　  13,287人(年度末)　　　　

　者等療養給 その他 　　受診件数　　        214,305件

　付費 2,211,832,481   ・退職被保険者

3.一般被保険 療養費支給事業 83,323,000 83,755,111 一般財源 　　被保険者数　　     　    209人(年度末)　　　　

　者療養費 487,239,117 　　受診件数　　           5,099件

4.退職被保険 療養費支給事業 3,400,000 1,821,012

　者等療養費

国民健康保険特別会計
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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

2.高額療養諸 1.一般被保険 高額療養費支給 555,175,000 544,007,536 国庫支出金 　支給件数　　　

　費 　者高額療養 事業 87,031,246 　・一般被保険者分　　  11,014件（内、高額介護合算 12件）　　　

　費 その他 　・退職被保険者等分       129件（内、高額介護合算  0件）　　　

2.退職被保険 高額療養費支給 14,096,000 12,374,197 11,806,248

  者等高額 事業 一般財源

  療養費 457,648,888

3.一般被保険 高額介護療養費 300,000 104,649

　者高額介護 支給事業

　合算療養費

4.退職被保険 高額介護療養費 100,000 0

　者高額介護 支給事業

　合算療養費

3.出産育児諸 1.出産育児一 出産育児一時金 33,618,000 14,270,930 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

　費 　時金 支給事業 9,484,263 給付を行いました。

一般財源 　・支給件数　　　出産育児一時金　　  34件　　　

4,786,667 　・支給件数  　　葬祭費　　　　　　  75件

4.葬祭諸費 1.葬祭費 葬祭支給事業 3,660,000 2,250,000 一般財源

2,250,000

6.精神結核医 1.一般被保険 精神結核医療給 7,948,000 7,855,422 府支出金 　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

　療給付費 　者精神結核 付事業 1,863,000 第58条又は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

　医療給付金 一般財源 る法律第37条及び、第37条の2による医療を受けた被保険者に対

6,228,850 して、給付を行いました。

2.退職被保険 精神結核医療給 397,000 236,428 　・一般被保険者　　　　受診件数　　5,986件

  者等精神結 付事業 　・退職被保険者等　  　受診件数　　  186件

  核医療給付

  金
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(款)８．保健事業費

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.保健事業費 2.疾病予防費 各種健診助成事 8,590,000 4,247,612 一般財源 　30歳～74歳までの国保加入者を対象として、人間ドック・肺が

　 業 4,247,612 んドック・脳ドックを実施し、疾病の早期発見、予防に努めまし

た。

　・人間ドック受診者数　　　　　118人

　・肺がんドック受診者数　　　 　12人

　・脳ドック受診者数　　 　　  　13人       合計　143人

3.特定健康診 特定健康診査等 52,575,000 42,690,094 国庫支出金 　40歳～74歳までの国保加入者を対象として、内臓脂肪型肥満に

　査等事業費 事業 8,885,000 着目した検査項目での健康診査（特定健康診査）を行い、その結

府支出金 果により健康の保持に努める必要がある者に対し、保健指導を実

8,885,000 施しました。

一般財源 　・特定健康診査受診券送付者数　　　　　　　10,658人

24,920,094 　・特定健康診査受診者数　　　　　　　   　　3,579人  

 ※参考

　・特定保健指導実施者数                       105人

  (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 40,735,000 37,200,031 一般財源 　介護サービス等の給付を希望する被保険者は、要介護または要支

  査会費   査会費 事業 37,200,031 援認定を受けることが必要なため、対象者の認定調査及び主治医の

意見書を徴収しました。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審査を行いました。

介護保険特別会計
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（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 居宅介護サービ 2,809,972,000 2,497,845,501 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   ービス給付 ス給付事業 738,602,391 より、その生活の支援を行いました。

　費 府支出金

2.施設介護サ 施設介護サービ 1,079,705,000 953,809,250 564,455,669

  ービス給付 ス給付事業 その他

　費 2,172,070,611

2.介護予防サ 1.介護予防サ 介護予防サービ 314,986,000 296,890,366 一般財源

  －ビス等諸   ービス給付 ス給付事業 496,436,096

　費 　費

3.その他諸費 1.審査支払手 審査支払手数料 3,740,000 3,694,260 　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 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 91,838,000 91,112,621 　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 割を負担していただきますが、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.高額医療合 1.高額医療合 高額医療合算介 18,500,000 12,504,841 　同じ世帯内で、介護保険サービスと医療保険サービスを受け、合

　算介護サー 　算介護サー 護サービス事業 計の自己負担分が一定基準を上回った場合、上回った額を介護・医

　ビス費 　ビス費 療保険者で按分して、高額医療合算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。

6.特定入所者 1.特定入所者 特定入所者介護 139,358,000 115,707,928 　「費用負担の公平性」の観点から、介護保険施設等における居住

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

  ス等費   ス等費 業 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．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） 事　　務　　事　　業　　の　　内　　容

2.包括的支援 1.包括支援事 地域包括支援セ 67,014,000 47,236,518 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 18,422,242 援するため、地域包括支援センターを設置し、介護予防ケアマネジ

  事業費 府支出金 メント業務、権利擁護業務、総合相談支援業務、包括的・継続的ケ

9,211,121 アマネジメント支援業務を行い、高齢者が健やかに地域で生活でき

その他 るように支援しました。

10,392,034 　また、認知症疾患医療センター（大阪さやま病院）と連携を図り、

一般財源 認知症高齢者を支援しました。

9,211,121

（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 811,792,000 803,887,210 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 82,929,463

（その他）

27,643,155

保険料分

（一般財源）

693,314,592

後期高齢者医療 16,049,000 15,233,812 その他

広域連合納付金 15,233,812

事務費分

後期高齢者医療特別会計
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