
【議会費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

議会費 議会費 議員報酬等関係事業 議会事務局 238,621 議員報酬及び期末手当、議員共済費に要する経費

議会費 議会費 議会運営事業 議会事務局 14,640 本会議、委員会の開催、会議録作成等、議会運営に要する経費

議会費 議会費 議長会等関係事業 議会事務局 1,792 地方自治の確立や本市の発展を図ることを目的に加盟している全国市議会議長会等の会議出席のための旅費及び各会の負担金

議会費 議会費 調査研究・視察事業 議会事務局 21,949 委員会の所管事項に関する行政視察に要する経費及び議会の調査研究その他の活動に資するための政務活動費を交付する経費

議会費 議会費 議会広報事業 議会事務局 1,904 本市行政に対する議会の諸事項を市民に周知するため、市議会だよりを年5回発行及び音声訳するための経費



【総務費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

総務管理費 一般管理費 松原市例規集データ更新事業 政策法務課 2,398 松原市例規集システム管理及びデータベース更新に要する経費

総務管理費 一般管理費 政策法務推進事業 政策法務課 2,042
法令等の追録及び蔵書を購入し、法令、判例、法改正情報等を検索等できるようにするとともに、研修により職員の法務能力向上を図り、もって政策法務
の推進に資するための経費

総務管理費 一般管理費 印刷・事務機器管理事業 政策法務課 7,383 各課の印刷及び郵便並びに事務機器に要する経費

総務管理費 一般管理費 文書管理事業 政策法務課 6,678 文書の発生から廃棄に至るまでの各過程を一元的・効率的に管理する等文書を適正に取扱うための経費

総務管理費 一般管理費 非核平和事業 人権交流室 1,392 非核平和のための啓発イベントの実施をするための経費

総務管理費 一般管理費 顧問弁護士委託事業 政策法務課 2,310 市の業務に関する法律相談及び法的問題の鑑定を委託するための経費

総務管理費 一般管理費 非常勤職員雇用事業 人事課 30,272 業務体制に必要な非常勤職員を雇用するための経費

総務管理費 一般管理費 職員研修事業 人事課 8,793 職務に応じて求められる能力や知識の習得と自己啓発を促し、今後の市政を担う人材を育成するために要する経費

総務管理費 一般管理費 職員健康診断事業 人事課 15,106 職員の健康増進と疾病予防を図るために、定期健康診断及び各種健康診断を実施するための経費

総務管理費 一般管理費 市表彰事業 秘書広報課 1,476
市民協働のまちづくりに欠かせない、各種団体やボランティアなどの活躍を讃え、特に顕著な功績を残された個人・団体に対し、一層の活躍への期待と感
謝の意を表し、表彰状及び感謝状を贈呈する事業を実施するための経費

総務管理費 一般管理費 市民まつり事業 秘書広報課 1,250 昭和50年より続く行政や各種団体が協力して作り上げてきた歴史あるイベントであり、その実行委員会に対して補助金を支給する

総務管理費 一般管理費 国際交流事業 市民協働課 4,480 国際感覚豊かな市民意識の向上を目的とした海外都市との交流及び、異文化に接する市民参加型の事業を実施するための経費

総務管理費 一般管理費 松原市民バラフェスティバル事業 財産管理課 2,211 市庁舎を華やかに彩る市の花であるバラを市民に親しんでもらう機会として、松原市民バラフェスティバルを開催するための経費

総務管理費 一般管理費 公共施設循環バス運行事業 まちづくり推進課 46,450 公共施設等の利用の便を図り、市民の社会参加の促進と福祉・医療の充実に寄与するため、公共施設循環バス（ぐるりん号）を運行する経費

総務管理費 一般管理費 情報公開・個人情報保護事業 政策法務課 97 情報公開・個人情報保護制度に関して適正な運用をするための経費

総務管理費 一般管理費 市民との協働推進事業 市民協働課 3,812 協働によるまちづくりを進めるため市民活動サポートサロンの運営、市民公益活動推進等に係る経費

総務管理費 一般管理費 セーフコミュニティ推進事業 市民協働課 4,602 けがや事故に関する客観的根拠に基づいた予防活動を地域と協働で実施し、全ての市民が安心して安全に暮らせるまちづくりを推進するための経費

総務管理費 一般管理費 行政不服審査事業 政策法務課 703 行政不服審査制度に関して適正な運用をするための経費

総務管理費 職員厚生費 職員福利厚生事業 人事課 8,381 職員の福利厚生に寄与することを目的に福利厚生会へ福利厚生事業の実施を委託するための経費

総務管理費 広報費 広報等発行事業 秘書広報課 20,101 広報まつばら、点字広報などの発行に要する経費

総務管理費 広報費 市政情報提供事業 秘書広報課 6,091 広報紙にはない速報性を活かし、さまざまな市政情報の提供を行うために携帯電話のメール配信やホームページの運用等を行うための経費

総務管理費 広報費 無料法律相談事業 市民協働課 2,458 弁護士・司法書士による無料相談事業に要する経費

総務管理費 広報費 市政広聴事業 市民協働課 267 ２１世紀のまちづくりを考える「はたちの夢＆トーク」及び市民１０００人アンケートを実施する事により市民の声を幅広く市政に反映させるための経費

総務管理費 広報費 キャラクターＰＲ事業 秘書広報課 1,236 市のマスコットキャラクター「マッキー」等を活かし、市のＰＲをしていく経費

総務管理費 財政管理費 財政管理事業 財政課 4,818 健全な財政運営の推進を図り、予算・決算に関する管理を行うための経費

総務管理費 財政管理費 財務会計システム事業 財政課 8,067 財務のより効率的な処理を図るため、財務会計システムの安定稼動を確保するための経費



【総務費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

総務管理費 会計管理費 決算書・共通帳票作成事業 会計室 1,698 決算書・共通帳票・公用封筒作成に係る必要経費

総務管理費 財産管理費 駐車場管理事業 財産管理課 13,640 市庁舎へ用務のため来庁した市民に対し、安全性を最大限に確保するため、駐車場の適正な管理を行うための経費

総務管理費 財産管理費 庁舎管理事業 財産管理課 210,517 庁舎内の設備の保守、管理を行い、市業務の円滑な執行を可能とするための経費

総務管理費 財産管理費 庁舎設備補修事業 財産管理課 25,418 市庁舎の設備の補修、修繕を行うための経費

総務管理費 財産管理費 公用車管理業務 財産管理課 17,123
効率的な公務の執行に必要な公用車両の安全運行に留意し、日常点検で運行前点検を実施するなど車両の維持管理に努めるほか利用者の安全運転
意識の向上を図ることにより事故防止に努めるための経費

総務管理費 財産管理費 庁舎空調機更新事業 財産管理課 26,500 庁舎の空調機器を更新するための経費

総務管理費 企画費 指定管理者候補者選定委員会運営事業 企画政策課 316
公の施設の管理について、適正かつ効率的な運営を図ることを目的に指定管理者の候補者選定やモニタリング等を行うため、松原市公の施設の指定管
理者候補者選定委員会を設置・運営するための経費

総務管理費 企画費 松原がんばる市民応援事業 秘書広報課 8,000
スポーツ、芸術、文化等の分野において、特に顕著な成績を収め、かつ、将来にわたり活躍が期待される者等を支援し、これにより、特色あるまちづくりを
推進するもの

総務管理費 企画費 松原がんばる市民応援基金費 秘書広報課 8,000 松原がんばる市民応援事業に充てる基金への積立

総務管理費 企画費 ふるさと応援感謝事業 企画政策課 30,740 ふるさと寄附金の収納等に係る経費。また、寄附をしていただいた方に、お礼として松原市の特産品を贈呈するとともに松原市を広くＰＲするための経費

総務管理費 企画費 地方版総合戦略策定事業 企画政策課 394 松原市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定審議会を運営するための経費

総務管理費 企画費 市政報告会事業 企画政策課 211 市内の公民館等で市の施策の成果や今後の展望について報告を行い、市民の市政への理解を深める。

総務管理費 企画費 松原市ＰＲ事業 企画政策課 10,065 地域資源を活用した産業の活性化及び観光振興を図るため、松原市の魅力を最大限にＰＲするための経費

総務管理費 企画費 子ども議会事業 企画政策課 146
市内小中学校の児童・生徒代表が議員や議長となり、議会の運営及び市長への質問を通じて松原市の将来について考え、まちづくりへの関心を高めると
ともに、市政への参画意識の醸成を図ることを目的とする

総務管理費 企画費 公共施設管理事業 企画政策課 4,972
策定した各公共施設に係る個別施設計画に基づき、今後発生する経費見込み等を反映させるために、公共施設等総合管理計画を改訂するとともに、公
共施設の情報を一元的に管理するためのシステム導入に係る経費

総務管理費 企画費 手続オンライン化事業 企画政策課 7,372 市役所窓口における手続をオンライン化することにより、来庁者の負担軽減や利便性向上につなげるとともに、業務の効率化を図るための経費

総務管理費 公平委員会費 公平委員会運営事業 行政委員会総合事務局 1,104 公平委員会の運営に要する経費

総務管理費 諸費 防犯活動事業 市民協働課 20,108
市民が安全で安心して暮らせるまちづくりのため、自主防犯パトロールを実施する団体に対して、青色パトロールカー購入費の補助をおこなうなど、身近
な街頭犯罪等の発生がない地域社会を創るための経費

総務管理費 諸費 自治振興事業 市民協働課 12,960 住民相互の親睦、生活環境や福祉の向上など町会が行う自主活動などに活用し、地域コミュニティの活性化を図るための報償金

総務管理費 諸費 防犯灯補助事業 市民協働課 31,000
町会等の防犯灯設置に係る経費及び維持管理経費の補助を行うことにより、街頭犯罪を抑止するとともに省エネルギーによる環境への配慮等を図るため
ＬＥＤ防犯灯の設置を促進するための補助金

総務管理費 諸費 地域公民館助成事業 市民協働課 11,600 地域活動の拠点となる地域公民館の新築、改築の整備に係る経費を助成し地域コミュニティの活性化を図るための補助金

総務管理費 諸費 防犯カメラ補助事業 市民協働課 13,673 防犯対策として町会等の設置するカメラの助成、維持管理費の補助をし、街頭犯罪の抑止を図るための経費

総務管理費 諸費 コミュニティセンター管理事業 いきがい学習課 11,094 市内のコミュニティセンター２施設の適正な運営及び施設の維持管理に努める。

総務管理費 諸費 活力ある地域づくり助成事業 市民協働課 900
市民の郷土意識の高揚や地域コミュニティの活性化を図るため、地域住民の親睦交流等を目的としておこなう事業や町会等が管理し、だんじり祭り等郷
土に根ざした行事において使用するだんじりやみこし等の修繕費

総務管理費 情報管理費 情報管理運営事業 総務情報課 142,147 ネットワークを活用した住民サービスの基盤となる住民情報系システムの管理運営を行うための経費

総務管理費 情報管理費 情報化推進事業 総務情報課 94,641 まつばら情報街道及びＬＧＷＡＮにかかる機器等の管理運営を行うための経費



【総務費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

総務管理費 人権政策費 人権政策推進事業 人権交流室 6,981
松原市人権尊重のまちづくり条例及び松原市人権施策基本方針等に基づき、すべての市民の人権が尊重され、差別のない豊かな社会を築くため、総合
的な人権啓発活動を推進し、市民の人権意識の高揚を図るための経費

総務管理費 人権政策費 地域国際化支援事業 市民協働課 5,541
外国人住民への情報提供事業・多言語総合相談事業・通訳派遣及び翻訳事業を行い、異文化理解・多文化共生、地域の国際化を図り、外国人にも住み
やすいまちづくりを推進するための経費

総務管理費 交通安全啓発費 交通安全推進事業 市民協働課 2,841
交通事故防止かつ交通ルール・マナーを周知するため、警察と連携した街頭啓発活動や交通安全教室等実施するための経費及び自転車関連事故によ
る重症化を防ぐための経費

総務管理費 文化振興費 文化振興事業 いきがい学習課 2,957 市民の文化振興の促進に資するための事業を行うための経費

総務管理費 文化振興費 文化施設運営管理事業 いきがい学習課 181,817
市民のニーズに対応できる文化活動の場とするため、指定管理者制度を導入している文化施設（文化会館・ゆめニティプラザ・ふるさとぴあプラザ）を、適
切に管理運営するための経費

総務管理費 文化振興費 ふるさとぴあプラザ特別収蔵庫空調設置事業 いきがい学習課 3,911 ふるさとぴあプラザ特別収蔵庫空調機器入替

総務管理費 文化振興費 文化会館屋上防水改修事業 いきがい学習課 15,036 文化会館のロビー屋上の防水シート敷き替え等、改修を行うことで、施設劣化の防止を図る

総務管理費 男女共同参画費 男女共同参画事業 人権交流室 2,895
男女共同参画プランに基づき男女共同参画社会の実現に向けて、啓発事業や女性の社会進出の支援、女性の生活上の相談等、総合的な事業を実施す
るための経費

総務管理費 財政調整基金費 財政調整基金費 財政課 461,500 年度間の財源調整を図り、財政の健全な運営に資するため松原市財政調整基金に積み立てる

総務管理費 公共施設整備費 公共施設整備事業基金費 財政課 5,769 将来の公共施設整備事業資金に充てるため、松原市公共施設整備事業基金に積み立てる

徴税費 税務総務費 固定資産評価審査委員会運営事務事業 行政委員会総合事務局 591 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費

徴税費 税務総務費 市税賦課事務事業 課税課 86,193
地方税法第３条第１項の規定により定められた市税条例や、その他の法令に基づいて、市税の各税目の課税客体の把握に努め、適正な課税を行うため
に要する経費

徴税費 税務総務費 市税収納整理事務事業 納税課 27,610 市税の収納、徴収及び管理に要する経費

徴税費 税務総務費 市税過年度過誤納金還付事務事業 納税課 120,000 市税の過年度過誤納金還付を行うための経費

戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳事務事業 窓口課 114,283 戸籍法・住民基本台帳法・入管法・松原市印鑑条例等に基づく事務を行うための経費

戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 街区表示板整備事業 窓口課 2,000 街区表示板の破損脱落している箇所を順次取りつけるための経費

戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 旅券事務事業 窓口課 135
大阪府からの事務移譲により、市役所において旅券発給にかかる申請受付及び交付事務を行う。身近な市役所において旅券事務を行うことにより、市民
の利便性の向上を図る

選挙費 選挙管理委員会費 選挙管理委員会運営事業 行政委員会総合事務局 1,814 選挙管理委員会の運営に要する経費

選挙費 選挙啓発費 選挙啓発事業 行政委員会総合事務局 323 市民の選挙に対する意識啓発をするための経費

選挙費 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 市長選挙及び市議会議員補欠選挙 行政委員会総合事務局 69,060 市長選挙及び市議会議員補欠選挙の適正な執行を行うための経費

選挙費 衆議院議員総選挙及び国民審査費 衆議院議員総選挙及び国民審査 行政委員会総合事務局 56,898 衆議院議員総選挙及び国民審査の適正な執行を行うための経費

統計調査費 統計調査総務費 統計調査管理事業 総務情報課 296 円滑かつ的確な統計事務の推進を図るための経費

統計調査費 基幹統計調査費 工業統計調査 総務情報課 9 製造業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした調査の準備を行うための経費

統計調査費 基幹統計調査費 経済センサス活動調査 総務情報課 5,267
事業所及び企業の経済活動の状態を明らかにし、包括的な産業構造を明らかにするとともに、事業所及び企業を対象とする各種統計調査の実施のため
の母集団情報を得ることを目的とした調査を行うための経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　						

監査委員費 監査委員費 監査運営事業 行政委員会総合事務局 2,167 監査業務を行うために要する経費



【民生費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

社会福祉費 社会福祉総務費 福祉農園管理事業 高齢介護課 455 ６０歳以上の高齢者及び心身障害者に対して、農園を貸与することにより、土を通じての相互親睦と生きがいを高め、健康の増進を図る

社会福祉費 社会福祉総務費 松原市シルバー人材センター助成事業 高齢介護課 15,880
臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業を通じて、自らの能力を生かしながら、生きがいの充実や高年齢者の就業機会及び幅広い分野での社会参
加の場を提供するシルバー人材センターに助成する

社会福祉費 社会福祉総務費 松原市社会福祉協議会運営助成事業 福祉総務課 63,280
地域において、必要な福祉サービスを総合的に提供されるよう援助するため、松原市における社会福祉事業の能率的運用と組織的な活動を展開し、地
域福祉の増進を図る

社会福祉費 社会福祉総務費 民生委員推せん会運営事業 福祉総務課 495 松原市民生委員・児童委員に欠員が生じた際に新たな民生委員・児童委員を推薦するために開催される審査会の委員報酬

社会福祉費 社会福祉総務費 更生保護事業 福祉総務課 375 犯罪や非行を犯した者が社会復帰できるように改善及び更正を援助するとともに犯罪の予防に努め、地域社会における公共の福祉に寄与する

社会福祉費 社会福祉総務費 民生委員児童委員協議会運営事業 福祉総務課 3,755
社会奉仕の精神のもと、社会的弱者の自立更正の援助及び福祉の向上ならびに社会福祉施策への協力等、常に住民の立場に立って地域と行政のパイ
プ役として地域福祉の増進と向上に寄与する

社会福祉費 社会福祉総務費 行旅死亡人取扱事業 福祉総務課 304 引取人がいない身元不明者に係る調査及び葬祭等の費用

社会福祉費 社会福祉総務費 一般援護事業 福祉総務課 36 現金を所持していない行旅人等に対し、目的地へ行くための援助を行う

社会福祉費 社会福祉総務費 成年後見審判申立事業 福祉総務課 890 申立てすべき親族がいない場合に、判断能力が不十分な成年について、市が成年後見等の申立てを行う

社会福祉費 社会福祉総務費 福祉総合相談窓口事業 福祉総務課 10,429
福祉の総合相談窓口として、既存の福祉サービスでは対応困難である援護の必要な市民の相談を受け、福祉分野の関係機関と連携して問題解決を図る
とともに、委託しているＣＳＷを統括する

社会福祉費 社会福祉総務費 中国残留邦人等支援事業 福祉総務課 45,554 永住帰国した中国残留邦人等に対し、最低限度の生活を保障し、地域社会における生活の安定とその自立の促進をはかるため、必要な支援をおこなう

社会福祉費 社会福祉総務費 福祉事業者指導監査等事務事業 福祉指導課 2,963
各法令に基づき、福祉事業者が行う申請・届出内容について審査し、認可・指定・受理を行う。また、福祉事業者に対し適宜指導監査等を実施し、事業運
営の適正化及び利用者の処遇の向上を図る。さらに、福祉事業者に係る情報の管理を適切に行う

社会福祉費 社会福祉総務費 生活困窮者自立支援事業 福祉総務課 38,912
平成27年4月より施行されている生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護に陥る前の生活困窮者に対して自立相談支援事業等を実施することで生活
困窮状態から自立できるように支援する

社会福祉費 重度障害者医療費 重度障害者医療費助成事業 医療支援課 290,898
重度の障害があり、かつ一定の所得金額以下の者に対し、医療費の自己負担額の一部を助成することで、健康の保持及び生活の安定に寄与し、福祉の
増進につなげる。令和３年４月診療分より精神病床の入院への助成を拡充する

社会福祉費 老人福祉費 金婚式開催事業 高齢介護課 1,227 結婚後50年の夫婦を本市金婚式に招き記念品を贈るとともに、その健康と長寿を祝福する

社会福祉費 老人福祉費 敬老祝券贈与事業 高齢介護課 29,892 高齢者の敬老と長寿を祝福し、市民の敬老思想の高揚に資するとともに、市内経済および市内商店街の活性化を推進する

社会福祉費 老人福祉費 ゲートボール場管理事業 高齢介護課 4,080 健全なスポーツ活動を通じて、高齢者の親睦を図り、高齢者の健康づくりや、福祉の増進に寄与するため、市立河合ゲートボール場の維持管理を行う

社会福祉費 老人福祉費 グラウンドゴルフ場管理事業 高齢介護課 1,753
健全なスポーツ活動を通じて、高齢者をはじめとする市民の親睦を図り、健康づくりや、福祉の増進に寄与するため、松原市グラウンドゴルフ場の維持管
理を行う

社会福祉費 老人福祉費 老人クラブ活動運営助成事業 高齢介護課 7,027 元希者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする

社会福祉費 老人福祉費 老人入所措置事業 高齢介護課 14,503 生活環境及び経済的理由や、やむを得ない事由により在宅生活が困難な場合に養護老人ホーム等に措置する

社会福祉費 老人福祉費 高齢者日常生活用具給付事業 高齢介護課 573 在宅で生活している者に福祉電話を貸与することで、住み慣れた家で安心できる生活を送れるよう、高齢者福祉等の増進を図る

社会福祉費 老人福祉費 高齢者福祉タクシー料金助成事業 高齢介護課 12,384 在宅の要介護等高齢者に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより、生活行動範囲の拡大と社会参加の促進に寄与し、福祉の増進を図る

社会福祉費 老人福祉費 在日外国人高齢者福祉金支給事業 高齢介護課 120
国民年金法の改正に伴い同法の適用を受けることとなった在日外国人高齢者のうち、年金制度を有する被保険者の資格を理由として老齢年金等の支給
を受けることができない方に支給する

社会福祉費 老人福祉費 高齢者在宅福祉金支給事業 高齢介護課 20,416
在宅の要介護高齢者（要介護度4・5）に対し、高齢者在宅福祉金を支給することにより、在宅生活における経済的負担を軽減することで在宅高齢者の福
祉の向上を図る

社会福祉費 老人福祉費 介護保険利用者負担対策事業 高齢介護課 1,383 障害者ホームヘルプサービス利用者負担減額措置及び社会福祉法人による利用者負担軽減支援を行うことにより、低所得者の生活安定を図る



【民生費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

社会福祉費 老人福祉費 介護保険利用者負担金助成事業 高齢介護課 377 介護保険利用者負担金の支払が困難な低所得世帯に属する者に対し助成を行う

社会福祉費 老人福祉費 緊急通報装置設置事業 高齢介護課 8,614
在宅で生活している一人暮らし等の高齢者で持病などで不安な者にボタンひとつで相談センターに連絡できる装置を貸与し、安心して生活できる体制を
確保する

社会福祉費 老人福祉費 引きこもり対策活動事業 高齢介護課 1,053
老人クラブ会員が地域の独り暮らしや寝たきりの高齢者を定期的に家庭訪問し、安否の確認や話し相手になる等地域での交流を深め、高齢者の孤立防
止を図る

社会福祉費 老人福祉費 高齢者訪問理容運営助成事業 高齢介護課 650 訪問理容サービスの運営助成を行うことにより、外出困難な高齢者の福祉の増進を図る

社会福祉費 老人福祉センター費 老人福祉センター運営管理事業 高齢介護課 30,859 高齢者を対象に地域老人クラブや健康づくりの拠点として、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する

社会福祉費 老人福祉センター費 老人福祉センター弁天苑建設事業 高齢介護課 236,142 老人福祉センターを建設することにより、老人福祉の向上を図る

社会福祉費 老人医療費 老人医療費助成事業 医療支援課 5,093 平成30年３月31日での制度廃止に伴う経過措置期間は令和３年３月31日で満了。医療機関等による令和３年４月以降における医療費請求に対する経費

社会福祉費 老人医療費 後期高齢者医療広域連合事業 医療支援課 1,412,119
大阪府後期高齢者医療広域連合規約の規定による広域連合の事務費の市町村負担金（均等割５％、高齢者人口割50％、人口割45％）及び高齢者の医
療の確保に関する法律第98条の規定による市町村負担金（療養給付費の1/12）

社会福祉費 老人医療費 後期高齢者医療特別会計繰出金 財政課 458,209 後期高齢者医療特別会計運営のための繰出金

社会福祉費 国民年金費 国民年金事業 保険年金課 5,222
国民年金等に係る法定受託事務及び、協力・連携に関する事務を行い、各種届出の受理、日本年金機構への報告・進達を行う。多様化する相談内容等
に対応すべく事業を行うことにより、年金受給権の確保につなげる

社会福祉費 社会福祉施設費 ふれあい人権文化センター各種講習講座事業 人権交流室 1,704
人権尊重のまちづくりを進めるため、人権啓発の発信及び市民の交流の拠点となるコミュニティセンターとして、各種講習講座、周辺交流事業等を実施す
るための経費

社会福祉費 社会福祉施設費 ふれあい人権文化センター総合相談事業 人権交流室 9,035
すべての市民を対象に日常生活上の様々な問題に対して相談者に寄り添いつつ問題解決のための相談事業を展開し、市民生活の向上に資する。また、
ひきこもり等の課題をかかえた青少年・家族の相談、自立支援のためのセミナー等を実施する

社会福祉費 総合福祉会館費 総合福祉会館運営管理事業 障害福祉課 30,744
身体障害者センターB型、母子福祉センター、障害者生活介護センターとして、障害者・母子福祉のための便宜を総合的に供与するための運営管理を行
う

社会福祉費 総合福祉会館費 総合福祉会館エレベーター更新工事 障害福祉課 21,859
総合福祉会館のエレベーターは昭和６０年設置から、耐用年数を超え修理等で対応してきたが、修繕部品供給停止となっていることから、更新による安全
確保を図る

社会福祉費 介護保険費 介護保険特別会計繰出金 財政課 1,978,378
介護保険特別会計における事務費、介護給付費、介護予防事業及び包括的支援事業・任意事業に係る繰出金

社会福祉費 障害福祉費 障害者施策推進協議会事業 障害福祉課 325
障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進についての必要な事項の調査審議を関係行政機関、市民の代表、障害者の代表及び学識経験者等に
より行う

社会福祉費 障害福祉費 原爆被爆者福祉金支給事業 障害福祉課 504
広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者で原子爆弾の影響を受け、今なお健康上特別の状態にあるものに対し、福祉給付金を支給することに
より、その福祉を増進することを目的とする

社会福祉費 障害福祉費 重度心身障害者特別給付金支給事業 障害福祉課 240
国民年金制度の改正が行われた昭和57年１月１日より前に年齢が20歳に達していた外国人等、年金制度の有する資格等の理由により、障害基礎年金
等を受けることができない重度心身障害者に給付金を支給する

社会福祉費 障害福祉費 特別障害者手当等支給事業 障害福祉課 65,162 日常生活において常時の介護が必要な在宅の重度障害者（児）に対し、手当を支給することにより、障害者（児）の負担の軽減と福祉の増進を図る

社会福祉費 障害福祉費 身体障害者手帳取得診断料助成事業 障害福祉課 1,192 身体障害者手帳交付申請のために要した診断書料を助成する

社会福祉費 障害福祉費 重度障害者訪問看護利用料助成事業 障害福祉課 97
居宅において療養が必要な重度障害者に対し、訪問看護の利用により生活の質に配慮した在宅医療の推進を図るべく、訪問看護を利用した際の利用料
の一部を助成する

社会福祉費 障害福祉費 障害者生活介護センター事業運営補助事業 障害福祉課 19,490 総合福祉会館で行われている障害者生活介護センター事業を安定的に継続させるために、直接事業に関わる経費を補助する

社会福祉費 障害福祉費 重度障害者等住宅改造助成事業 障害福祉課 3,000 重度障害者等の日常生活の基盤となる住宅の改造に助成を行うことにより、生活の利便性を図り、介護者の負担を軽減する

社会福祉費 障害福祉費 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付等事業 障害福祉課 926
小児慢性特定疾患児童に対し、病気の状況に応じた日常生活用具の給付や、また、外出困難な重度身体障害者で障害者のみの世帯に対し、福祉電話
を貸与する

社会福祉費 障害福祉費 障害者等タクシー料金助成事業 障害福祉課 7,812 在宅の重度障害者等に対し、タクシー及びリフト付きタクシーの利用料金の一部を助成することにより、生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図る



【民生費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

社会福祉費 障害福祉費 障害者相談員活動事業 障害福祉課 212 障害者の身近な問題の相談などを行う障害者相談員に相談業務を委託する

社会福祉費 障害福祉費 障害者虐待防止対策支援事業 障害福祉課 1,720
障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止及び虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援のための措
置、養護者の負担軽減を図ること等の支援を図る

社会福祉費 障害者自立支援費 介護給付事業 障害福祉課 1,614,561 障害者（児）及び難病患者が日常生活を行うために、継続的に必要な家事援助や身体介護等の介護支援を受けるための給付を行う

社会福祉費 障害者自立支援費 訓練等給付事業 障害福祉課 1,225,041
障害者が地域で生活を行うために、一定の期間、身体機能や生活能力向上の訓練や、就労に必要な知識や能力向上の訓練を提供するための給付を行
う

社会福祉費 障害者自立支援費 自立支援医療事業 障害福祉課 295,698
身体障害者の職業能力を増進、あるいは日常生活の便宜を増すために、確実な効果が期待できるものに対し、障害の程度を軽くしたり、取り除いたりす
る医療を給付する

社会福祉費 障害者自立支援費 補装具費給付事業 障害福祉課 29,090
身体障害者（児）の失われた身体機能を補完又は代替する用具の費用を支給することで、身体障害者（児）の職業その他日常生活の能率の向上と将来
自活するための素地を育成・助長すること等を目的とする

社会福祉費 障害者自立支援費 地域生活支援事業 障害福祉課 267,166
相談支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業など、地域で生活していくのに必要な
支援を、市が直接行う他、委託や補助により行う

社会福祉費 障害者自立支援費 障害者総合支援法事務事業 障害福祉課 14,746 障害者総合支援法に規定する支給決定及び自立支援協議会の運営を円滑に施行するために必要な事務等を行う

社会福祉費 障害者自立支援費 相談支援給付事業 障害福祉課 43,551
障害者（児）からの相談に応じ、ケアマネジメントを実施し、サービス利用計画の作成やモニタリングを行う。また、地域生活の準備のための支援や、地域
生活での相談支援を行う

社会福祉費 まつばらテラス（輝）費 まつばらテラス（輝）運営管理事業 高齢介護課 95,170
子どもから元希者まで様々な年代の方が触れ合える交流の拠点施設として、運動・文化プログラム及び介護予防事業などを実施するまつばらテラス（輝）
の維持管理等を行う

児童福祉費 児童福祉総務費 児童福祉給付金支給事業 子ども未来室 1,938
両親がいない者、または両親の一方がいない者に対し励ましの意をもって、小学校入学時に児童福祉給付金を支給することにより、児童の健全な育成を
助長するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする

児童福祉費 児童福祉総務費 三市児童発達支援センター運営助成事業 子ども未来室 20,483 知的障害あるいは肢体不自由のある児童が、生活自立及び発達支援を目的とした療育を受けるために通所する施設に対し、事業費等の助成を行う

児童福祉費 児童福祉総務費 子ども・子育て応援事業 子ども未来室 16,542 子育てに関する相談・支援・相互援助活動を行い、地域における健全育成、児童虐待防止を図る				

児童福祉費 児童福祉総務費 病後児保育事業 子ども未来室 8,784
病気回復期で集団保育が困難な児童を病院施設の一部を利用して預かる事業。当事業の実施により、子育てしやすい環境の整備を図るとともに子育て
と仕事の両立を支援する

児童福祉費 児童福祉総務費 子ども未来基金費 子ども未来室 6,876
子育て支援事業の充実を図り、未来を担う子どもたちが健やかに育ち、安心して子どもを産み育てることができる地域社会を形成していくために松原市子
ども未来基金に積立を行う

児童福祉費 児童福祉総務費 地域子育て支援拠点事業 子ども未来室 66,749
地域に、親子の交流等の促進、情報の提供、育児相談、地域に出向いた支援をする子育て全般に関する拠点を設置し、地域の子育て力と支援機能の向
上を図り、子どもの健やかな育ちを促進する

児童福祉費 児童福祉費 児童手当等給付事業 子ども未来室 1,674,113
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家
庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること目的とする

児童福祉費 児童福祉費 子育て短期支援事業 子ども未来室 324
保護者の病気や仕事の都合により、家庭において児童の養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設等で一定期間養育及び保護することによ
り、児童及びその家庭の福祉の向上に努める

児童福祉費 児童福祉費 私立保育所運営管理事業 子ども未来室 2,718,900
児童福祉法に基づく民間保育所及び認定こども園に対し、補助金を交付することにより、保育内容の充実強化、保育所運営の円滑化及び保育所におけ
る安心・安全の確保を図る

児童福祉費 児童福祉費 助産施設・母子生活支援施設入所事業 子ども未来室 33,977
経済的理由により病院などで出産が困難な妊産婦を指定の助産施設でへ入所させ、出産費用の援助を行い、福祉の増進を図る。また、配偶者のいない
女子及びその児童等を母子生活支援施設へ入所させることにより、母子福祉の増進を図る

児童福祉費 児童福祉費 障害児通所給付事業 障害福祉課 662,103
障害児に対し、児童福祉法を基本として、通所により基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練の提供や、保育所等への訪問によ
り集団生活への適応のための専門的な支援等を行う

児童福祉費 児童福祉費 子育てのための保育施設等利用給付事業 子ども未来室 14,864 幼児教育保育無償化に伴う施設等の利用給付を行うもの

児童福祉費 児童福祉費 私立放課後児童健全育成事業 子ども未来室 9,298 私立の留守家庭児童会室に対して、運営費の補助を目的とする。

児童福祉費 児童福祉費 私立保育所大規模改修事業 子ども未来室 44,880 私立保育所の経年劣化による修繕費用。

児童福祉費 母子福祉費 児童扶養手当給付事業 子ども未来室 683,249
父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定自立の促進に寄与す
るとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童を監護する者へ手当を支給する事業



【民生費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

児童福祉費 母子福祉費 母子家庭等対策総合支援事業 子ども未来室 12,983 母子家庭の母及び父子家庭の父の生活の負担の軽減を図ることによって資格取得を容易にしたり、主体的な能力開発の取組を支援する事業

児童福祉費 母子福祉費 母子・父子福祉センター事業 子ども未来室 481 母子家庭の母等及び父子家庭の父に対し、各種の相談に応ずるとともに生活・就業の支援を行い、生活の安定と児童の福祉の増進を図る

児童福祉費 児童福祉施設費 公立保育所・公立認定こども園嘱託職員報酬 子ども未来室 59,851 正規職員と嘱託職員（保育士・調理員・看護師）との連携を図り、保育所・認定こども園における保育の充実と、乳幼児の健やかな育ちを支援する業務

児童福祉費 児童福祉施設費 公立保育所嘱託医等報酬 子ども未来室 2,266
児童福祉施設最低基準に嘱託医の設置が定められており、また、保育所保育指針においても健康診断の実施が定められていることから、公立保育所４
箇所に園児の健全な心身の発達を促すため実施している事業

児童福祉費 児童福祉施設費 公立保育所運営管理事業 子ども未来室 141,895
保護者の就労や病気などにより保育ができない家庭の乳幼児の保育を実施するため、４ヶ所の公立保育所において適切かつ安心・安全な運営管理を行
う

児童福祉費 児童福祉施設費 留守家庭児童会室運営事業 子ども未来室 209,386
保護者等が就労や疾病などにより、放課後、留守家庭となる小学生（１年生から６年生）の児童を対象に、遊びを通して、安全保護及び生活指導をおこな
う

児童福祉費 児童福祉施設費 公立認定こども園運営管理事業 子ども未来室 36,363 就学前の子どもに、幼児教育・保育を提供する施設において、適正かつ安心・安全な管理運営を行う。

児童福祉費 児童福祉施設費 留守家庭児童会室空調機設置事業 子ども未来室 2,790 子ども子育て支援新制度に基づき、放課後留守家庭となる児童に対し、安心安全な保育環境整備を図る

児童福祉費 児童福祉施設費 公立認定こども園学校医等報酬 子ども未来室 1,447
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律及び学校保健安全法に基づき、公立認定こども園に学校医等を配置し、健康
診断や環境衛生検査を実施する事業

児童福祉費 ひとり親家庭医療費 ひとり親家庭医療費助成事業 医療支援課 93,237
ひとり親等（父若しくは母又は養育者）と、その者が監護又は養育する18歳になる年度末までの児童のうち、一定の条件を満たしている者に対して医療費
の自己負担額の一部を助成することにより、生活の安定と児童の健全な育成につなげる。令和３年４月診療分より精神病床の入院への助成を拡充する

児童福祉費 子ども医療費 子ども医療費助成事業 医療支援課 353,731
中学校卒業までの子どもの医療費の自己負担額の一部を助成する。また、入院時の食事療養費及び大阪府が設ける所得制限を超過する者について
も、市単独で助成を行うことで子ども達の健全な育成と子育て世帯への支援を図る。令和３年４月診療分より精神病床の入院への助成を拡充する

生活保護費 生活保護総務費 生活保護事務事業 福祉総務課 53,464 生活保護事業を適正に運営するための事務経費

生活保護費 扶助費 生活保護事業 福祉総務課 6,150,000
日本国憲法第２５条に規定する理念に基づき、国が暮らしに困っている人に対して困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障す
るとともに、その自立を助長する

災害救助費 災害救助費 災害救助事業 危機管理課 5,812 近い将来に起こるとされる巨大地震等の大規模災害に備え、必要となる食糧や生活必需品等の備蓄の拡充を図るための経費

災害救助費 災害救助費 災害見舞金支給事業 危機管理課 443 災害等による被災者に対して災害見舞金・死亡弔慰金を支給するための経費

国民健康保険費 国民健康保険費 国民健康保険特別会計繰出金 財政課 1,520,066 国民健康保険特別会計における基盤安定、事務費、療養給付費及び財政運営安定化に係る繰出金



【衛生費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

保健衛生費 予防費 予防接種事業 地域保健課 340,599 予防接種を実施することにより、感染の恐れのある疾病の発生及びまん延、重篤化の予防を目的とする

保健衛生費 予防費 結核住民検診事業 地域保健課 1,797 結核のまん延の予防及び肺がんの早期発見を目的として、住民検診を実施し、市民の健康の保持増進を図る

保健衛生費 予防費 脳ドック事業 地域保健課 2,500 脳疾患の早期発見を促進することにより、脳卒中等の予防を図ることを目的とする

保健衛生費 予防費 年末年始診療事業 地域保健課 1,600 年末年始の医療機関の休診期間に内科・外科診療の確保を図る

保健衛生費 予防費 小児休日急病診療事業 地域保健課 34,109 休日における小児急病診療の体制を確保し、安心して子育て出来る環境づくりを図る

保健衛生費 予防費 医療対策総合支援事業 地域保健課 27,776
松原市の医療体制を整備することを目的とし、市内の臨床研修医指定病院に勤務する研修医を支援する補助金及び救急告示病院に対する看護師等の
住宅借り上げ支援に係る補助金を交付する

保健衛生費 予防費 松原市ＰＣＲ検査支援事業 地域保健課 27,664
新型コロナウイルス感染症に感染しているか否かの診断となる唾液ＰＣＲ検査を松原市内で実施することにより、感染の早期発見、早期治療及び、市内
の新型コロナウイルス感染症のまん延を防止する

保健衛生費 健康増進費 健康診査事業 地域保健課 172,316 がん検診等を実施することにより、疾病の早期発見及び個々の健康について自己管理の高揚を図る

保健衛生費 健康増進費 健康教育事業 地域保健課 6,576 生活習慣病等の予防を図るため、健康に関する正しい知識の普及を目的とする

保健衛生費 健康増進費 健康相談事業 地域保健課 803 健康について、医師・歯科医師・保健師・栄養士・看護師等による個別相談を実施する

保健衛生費 健康増進費 栄養指導事業 地域保健課 454 栄養改善にかかるボランティア団体を育成するとともに、団体からの栄養に関する相談に対し助言、指導を行う

保健衛生費 母子保健事業費 母子健康診査事業 地域保健課 125,672
安心して子育てが出来る環境づくりを推進するため、乳幼児の健康診査を行うことで乳幼児の健康管理に努めるとともに妊産婦に対する健康診査を行い
母性の保護を図る

保健衛生費 母子保健事業費 母子保健指導事業 地域保健課 17,740
安心して子育てが出来る環境づくりを推進するため、乳幼児の保健指導等を行うことで乳幼児の健康管理に努めるとともに妊産婦に対する保健指導及び
訪問指導を行い母性の保護を図る

保健衛生費 母子保健事業費 未熟児養育医療給付事業 医療支援課 10,820
種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対し、指定医療機関において、その養育に必要な医療の給付を行い、未
熟児の健全な育成を図る

保健衛生費 環境衛生費 死獣処理業務 環境予防課 9,443 ペットや所有者不明の犬猫等、小動物の死体を収集運搬し、処理を行う

保健衛生費 環境衛生費 防疫業務 環境業務課 7,924 害虫の発生予防、駆除及び感染症を予防し、健康で快適な生活環境を確保するために行う防疫業務に係る経費

保健衛生費 環境衛生費 環境保全事業 環境予防課 5,963 大気、騒音、河川水質等の調査により、市内環境の状況把握・監視を行うとともに、公害環境法令に基づく工場・事業場への立入指導等を行う

保健衛生費 環境衛生費 狂犬病予防対策事業 環境予防課 2,160 狂犬病予防法に基づき、飼犬登録及び狂犬病予防注射を推進することで、狂犬病の発生を防止するとともに、飼い主へのマナー啓発を行う

保健衛生費 環境衛生費 浄化槽維持管理指導事業 環境政策課 48 本市域に設置されている浄化槽の維持管理の指導を行うことにより生活環境の保全を図る

保健衛生費 環境衛生費 大堀環境監視局維持管理事業 環境予防課 8,390 大堀環境監視局において大気の常時監視を行うことにより、松原ジャンクション周辺の環境監視及び市域の大気環境の状況把握を行う

保健衛生費 環境衛生費 家庭用燃料電池設置促進事業 環境予防課 533
家庭用燃料電池設備の設置に対する助成制度の実施により、地球温暖化の防止等に寄与するとともに市民の省エネルギー等の環境に対する意識向上
を図る

保健衛生費 環境衛生費 天美北環境監視局維持管理事業 環境予防課 6,473 天美北環境監視局において、大気の常時測定を行うことにより、阪神高速大和川線及び府道堺松原線沿道周辺の環境監視を行う

保健衛生費 保健センター費 施設管理費 地域保健課 8,029 予防接種及び健康増進・母子保健事業を実施するための施設を管理運営する経費

保健衛生費 美化推進費 いきいき松原（フラワーゾーン）事業 環境業務課 2,492
地域団体（町会・ＰＴＡ等）で管理しているフラワーポットに必要な花苗等を市より提供することで、地域のフラワーゾーン形成と地域コミュニティの推進を図
り、緑豊かな潤いのあるきれいなまちづくりに寄与する

保健衛生費 美化推進費 不法屋外広告物簡易除却業務 環境業務課 201 不法屋外広告物の簡易除却に関する経費



【衛生費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

清掃費 清掃総務費 ごみ減量・啓発事業 環境政策課 9,296 集団回収報奨金制度、生ごみ減量化等処理機の助成金制度等の実施により、ごみの減量と資源化に努める

清掃費 清掃総務費 きれいなまちづくり啓発事業 環境政策課 460
きれいなまちづくり条例の啓発や市内各種団体・事業者、個人ボランティアと協働し、市内主要道路や遊歩道の清掃・屋外広告物の撤去等を実施すること
で、まちの美化の推進及び啓発に努める

清掃費 清掃総務費 松原市廃棄物減量等推進審議会事業 環境政策課 281
ごみの減量及び資源化の方策を推進するため、学識経験者や民間諸団体等の代表を構成メンバーとする松原市廃棄物減量等推進審議会を設置、運営
する経費

清掃費 清掃総務費 広域ごみ処理事業 環境政策課 449,095 本市域の可燃ごみ処理を安定的・継続的に実施するために、一部事務組合において可燃ごみの共同処理を行うための経費

清掃費 清掃総務費 広域廃棄物埋立処分場整備事業 環境政策課 2,743 一般廃棄物を長期的、安定的に処分するための広域廃棄物埋立処分場整備費

清掃費 塵芥処理費 分別（資源化）センター汚泥槽維持管理事業 環境政策課 7,613 分別（資源化）センター内汚泥槽の効率的で適正な維持管理を行う

清掃費 塵芥処理費 事業系一般廃棄物処理業務 環境業務課 38,655 事業系一般廃棄物指定袋の適正な管理を行い、事業系一般廃棄物の適正な処理を行う

清掃費 塵芥処理費 可燃ごみ収集運搬業務 環境業務課 364,706 市内の各家庭から排出される可燃ごみの収集を委託及び直営で迅速に行い、良好な住環境の保持に努める

清掃費 塵芥処理費 不燃物・粗大ごみ処理業務 環境業務課 249,828
電話申込制により、市内から排出される不燃物、粗大ごみを収集するとともに、その処分については、不燃物、金属類等に選別することにより分別資源化
を進め、その他不燃物等については適正な処理を行う

清掃費 塵芥処理費 資源ごみ処理業務 環境業務課 56,605
資源循環型社会の構築を目指し、ごみの減量と一層の資源化を進めるため、市民生活において発生した缶･ビン･ペットボトル、古紙類を隔週で収集、プラ
スチック容器を毎週収集し、リサイクルを行う

清掃費 塵芥処理費 廃家電処理業務 環境業務課 820
家電リサイクル法対象品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機)の再資源化を図るため、電話受付により個別収集を行い、指定引き取り場所
までの運搬を行う

清掃費 塵芥処理費 施設等維持管理業務 環境業務課 16,498 環境業務課施設（分別資源化センター、職員詰所等）の効率的で安全、適正な維持管理を行う

清掃費 塵芥処理費 不法投棄等防止対策事業 環境業務課 1,861 不法投棄されやすい場所の定期的なパトロールと看板等による啓発及び防犯カメラの管理を行い、不法投棄の早期発見、早期収集を行う

清掃費 塵芥処理費 車両維持管理事業 環境業務課 28,866
従前、環境業務課において取り組んでいる防疫業務、可燃ごみ処理業務及び資源ごみ処理業務の各車両維持管理に係る経費を一括して管理することで
事務の効率化を図る

清掃費 し尿処理費 し尿処理事業 環境政策課 83,041 公共下水道の完全普及までの間、し尿及び浄化槽汚泥の適正処理を計画的かつ安定的に行う経費

清掃費 し尿処理費 サニテーション管理事業 環境政策課 83,248 し尿及び浄化槽汚泥の前処理施設である松原市サニテーションの維持管理経費

水道費 水道事業費 水道事業会計補助金 財政課 1,560 松原市水道事業会計の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため繰出基準等に基づき補助を行う



【産業経済費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

農業費 農業委員会費 農業委員会運営事業 農業委員会 4,656 農政活動の的確な推進と運営の円滑化を図るための経費

農業費 農業振興費 産業振興課一般事務費 産業振興課 1,212 産業振興課農政係に係る一般事務経費及び農業共済等農業の振興に必要な負担金

農業費 農業振興費 経営所得安定対策事業 産業振興課 299 地域の特色ある水田農業の展開を図りながら、米の生産調整の的確な実施を推進及び経営所得安定対策の円滑な実施を推進するための経費

農業費 農業振興費 都市近郊農業振興対策運営事業 産業振興課 3,002
ＪＡ大阪中河内が実施する農産物直売所運営や、学校給食への地場産農産物導入への取り組み、認定農業者育成、農地保全などの事業への補助を実
施するための経費

農業費 農業振興費 地産地消普及促進事業 産業振興課 28,449
地場産農蓄産物の地産地消を進めることにより、食の安全・安心を確保すると共に、消費者への啓発事業等を進め、まつばらブランドを確立し、地域農業
の振興に寄与するための経費

農業費 農地費 農業用施設管理事業 産業振興課 1,395 農業用施設（ため池、水路等）の災害・事故を未然防止するための維持管理にかかる経費

農業費 農地費 鯉野池維持管理経費 産業振興課 1,568 市街地内の貴重な緑水空間である鯉野池オアシス広場を良好な状態に維持することにより、市民に憩いの場を提供するための経費

農業費 農地費 農業用施設整備事業 産業振興課 4,616
農協、土地改良区、実行組合、水利組合などが実施した農業用施設（ため池、樋門、水路、防護柵等）の新設、改修等に対して補助することにより、農業
生産の基盤及び環境の整備と災害発生の防止を図るための経費

農業費 農地費 別所今池整備事業 産業振興課 8,750 府営土地改良事業（ため池整備事業別所今池地区）に要する負担金

商工費 商工総務費 産業振興課一般事務費 産業振興課 134 産業振興課における商工労働係に係る一般事務経費

商工費 商工振興費 中小企業融資事業 産業振興課 26,508 中小企業の運転資金調達対策等として、信用保証料補給、利子補給を実施。また、金融機関に預託するための経費

商工費 商工振興費 観光事業 観光課 6,206 松原市に所在する多くの魅力的な地域資源を活用し、市内外に広く発信するイベント実施のほか、観光に係る協議会等に参画するための経費

商工費 商工振興費 商業活性化事業等基金費 産業振興課 67,011 魅力あふれる商店街・商業集積づくりの助成等に係る経費に充てる基金の積立

商工費 商工振興費 中小企業者経営改善事業 産業振興課 8,080 小規模事業者の経営又は技術改善等のための事業や、意欲ある事業者経営支援事業に対して補助金を支給するための経費

商工費 商工振興費 商店街・小売市場等魅力向上事業 産業振興課 16,258
中小小売商業者団体の組織の活性化及び消費者に対するサービスや防犯機能向上、共同イベント抽選会等、各種事業を開催した場合、その事業の一
部を補助するための経費

商工費 商工振興費 魅力発信事業 産業振興課 5,462
産学官による包括連携協定に基づき、各々が有する魅力を映像情報として市内外に向け発信する。また、音声付映像情報等による市政情報の発信を図
るための経費

商工費 商工振興費 企業立地促進事業 産業振興課 112,171
企業誘致につなげる土地利用を促進するための経費。企業立地促進制度指定事業者に対する立地促進奨励金、雇用促進奨励金等を計上し事業拡大
や市民雇用に対する効果を図る

商工費 商工振興費 観光協会運営管理事業 観光課 31,532
市内に所在する多くの魅力的な史跡を活用したイベントの実施や、特産品の紹介など観光情報発信によって、市外からの来訪者増加に努め地域活性化
に資する目的で設立された観光協会の運営・管理のために必要な経費

商工費 消費者対策費 消費者対策事業 産業振興課 7,458 消費生活相談及び消費者啓発事業を行い、消費者行政の充実を図るための経費

商工費 労働費 雇用就労支援事業 産業振興課 1,031 就職困難者支援及び就労へつなげるための講座及びフォーラム等に要する経費

商工費 労働費 労働相談等事業 産業振興課 143 労使間のトラブルや働く中で生じる様々な疑問に関して社会保険労務士が問題解決に努める相談業務に要する経費



【土木費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

土木管理費 土木総務費 法定外公共物管理業務 みち・みどり整備室 7,432 法定外公共物を管理し、市民の要望に応じた対応をする

道路橋りょう費 道路橋りょう総務費 道路台帳修正事務 みち・みどり整備室 30,874 毎年変化する道路形態に対応するため、道路台帳を整備・修正し、道路管理の円滑化を図る

道路橋りょう費 道路橋りょう総務費 道路管理に伴う測量業務 みち・みどり整備室 1,000 道路敷内の公用廃止・私有地寄附の資料に対応する経費

道路橋りょう費 道路維持費 道路清掃等業務 みち・みどり整備室 14,805 安全で安心な道路利用を促進するため、市内の道路等管理物を清掃等する経費

道路橋りょう費 道路維持費 道路維持補修業務 みち・みどり整備室 94,948 安心かつ安全な道路利用を促進するため、道路を維持・補修する

道路橋りょう費 道路維持費 上田丹南線舗装打換え事業 みち・みどり整備室 8,040 上田丹南線の舗装を打ち換え、安全通行を図る

道路橋りょう費 道路新設改良費 明示測量設計等業務委託 みち・みどり整備室 2,450 公共用地の確保のため、道路拡幅等による測量設計及び境界明示の確定を行う。

道路橋りょう費 道路新設改良費 事業に伴う事務費 みち・みどり整備室 325 道路新設改良に係る一般事務経費

道路橋りょう費 道路新設改良費 別所西線道路新設事業 みち・みどり整備室 14,531 道路幅員が狭く、緊急車両が途中までしか入れない状況となっており、道路拡幅及び歩道設置により、地域の災害対策につながる

道路橋りょう費 道路新設改良費 天美駅前西線道路改良事業 みち・みどり整備室 12,034 天美駅前西線の道路改良事業

道路橋りょう費 道路新設改良費 丹南31号線道路改良事業 みち・みどり整備室 3,764 丹南31号線における現況測量、構造物調査を行う

道路橋りょう費 交通安全対策費 自転車駐車場管理 みち・みどり整備室 43,430 自転車駐車場を効率的に管理することで、放置自転車を抑制し、市民の移動の円滑化を図る

道路橋りょう費 交通安全対策費 放置自転車撤去 みち・みどり整備室 7,690 放置自転車を撤去・指導することで、市民の通行の安全を確保し、移動の円滑化を図る

道路橋りょう費 交通安全対策費 放置自転車保管返還 みち・みどり整備室 3,903 自転車の返還を通して、マナー向上に努め、放置自転車の縮減を図る

道路橋りょう費 交通安全対策費 交通安全施設整備 みち・みどり整備室 25,511 道路に付帯する施設を整備・管理することで、市民の安全を守る

道路橋りょう費 交通安全対策費 明示測量設計等業務委託 みち・みどり整備室 1,000 公共用地の確保のため、歩道設置等による測量及び境界明示の確定を行う

道路橋りょう費 交通安全対策費 事業に伴う事務費 みち・みどり整備室 96 交通安全対策に係る一般事務経費

道路橋りょう費 交通安全対策費 道路反射鏡設置事業 みち・みどり整備室 2,800 通行者の安全確保及び交差点内での事故を回避するため、視覚的な補助として道路反射鏡を設置する

道路橋りょう費 交通安全対策費 生活道路安全環境整備事業 みち・みどり整備室 6,000
狭あい道路において、歩行者・車両等が通行に支障をきたしているため、水路や側溝に蓋等を設置し退避場所等を設け、歩行者の安全を確保し、車両の
円滑な通行を図る

道路橋りょう費 交通安全対策費 天美三宅東西線歩道設置事業 みち・みどり整備室 54,043
天美地区の土地区画整理事業の完成により、三宅・天美地域の通行が多くなることが予想されるため、歩道設置を行い歩行者の安心・安全な通行空間を
確保する

道路橋りょう費 排水路整備費 排水路管理費 上下水道管理課 78,209 排水路等並びに排水路に付帯する施設を管理することで、流水等の機能管理を行う

道路橋りょう費 排水路整備費 排水路整備費 上下水道建設室 49 排水路を維持・補修することで、機能を保全する

道路橋りょう費 排水路整備費 排水路整備費 上下水道管理課 16,580 排水路を維持・補修することで、機能を保全する

道路橋りょう費 排水路整備費 立部２丁目排水路改修事業 上下水道建設室 6,000 排水路を改修することにより流水機能を向上させ、悪臭や虫の発生などの減少を図る

道路橋りょう費 排水路整備費 上田２丁目排水管改修事業 上下水道建設室 5,100 老朽化した排水管を改修することにより、流水機能の向上と、管路の崩壊による陥没等の危険を未然に防ぐ

都市計画費 都市計画総務費 都市計画審議会経費 まちづくり推進課 746 本市の都市計画を決定・変更するに当たって、都市計画審議会を開催し、審議をするための経費



【土木費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

都市計画費 都市計画総務費 市民参画まちづくり支援事業 まちづくり推進課 150 市民自らまちづくりに参加できるよう、市民によるまちづくり推進団体の設立を目指すまちづくりグループに対するアドバイザー派遣を行うための経費

都市計画費 都市計画総務費 松原市ラブホテル認定審査事業 まちづくり推進課 128 旅館の建築や用途変更について、松原市ラブホテル建築規制条例に基づき、認定審査会を開催して審査及び認定をするための経費

都市計画費 都市計画総務費 バリアフリー推進事業 まちづくり推進課 409 バリアフリー基本構想策定等協議会を開催し、事業の進捗状況等を協議するための経費

都市計画費 街路事業費 都市計画道路維持管理事業 みち・みどり整備室 2,913 都市計画道路事業用地の維持管理に係る経費

都市計画費 街路事業費 幹線道路沿道まちづくり事業 まちづくり推進課 11,900 幹線道路に関連したまちづくり計画策定支援に係る経費

都市計画費 公園費 公園等施設管理費 みち・みどり整備室 165,168 都市公園、児童遊園、西除川遊歩道における適正な施設の維持管理及び街路樹木の管理を行うことにより安全で安心な施設の利用に寄与する

都市計画費 公園費 緑化推進事業 みち・みどり整備室 5,497 松原市緑花協会と共に、花とみどりあふれるまちづくりに寄与するための施策を推進する

都市計画費 公園費 都市公園等明示測量設計調査 みち・みどり整備室 500 公共用地（公園敷）明示への対応、都市公園・児童遊園等の設計資料・調査資料の作成等に即時対応する

都市計画費 公園費 公園維持補修事業 みち・みどり整備室 5,055 老朽化した公園施設の改修等を行うことにより、安全な環境の整備を図る

都市計画費 公園費 西除川遊歩道整備事業 みち・みどり整備室 6,500 遊歩道の整備を行うことで、さらなる健康増進を図り、適切な管理を行う

都市計画費 公園費 若林地区整備事業 みち・みどり整備室 34,000 若林・小川地区に公園・広場整備を検討し、緑化や災害時の一次避難場所として防災力の向上に寄与する

下水道費 下水道整備費 下水道事業会計補助金 財政課 1,450,000 本市下水道事業会計における、面的整備の促進や公債費の償還等に充当するための繰出金

河川費 河川改良費 河川管理費 上下水道管理課 7,860 河川等に付帯する施設を管理することで、流水等の機能を保全する

河川費 河川改良費 河川整備 上下水道建設室 9 河川を維持補修することで、機能を保全する

河川費 河川改良費 河川整備 上下水道管理課 3,509 河川を維持・補修・清掃することで、機能を保全する

住宅費 住宅管理費 市営住宅管理費 建築住宅課 35,352 市営住宅の適正かつ合理的な維持・管理運営により、入居者が安心して住める住環境の確保を図る

住宅費 住宅管理費 耐震診断補助事業 まちづくり推進課 1,832 住宅等の所有者に耐震診断費用の一部を補助し、耐震化の促進を図る

住宅費 住宅管理費 耐震改修補助事業 まちづくり推進課 30,200
耐震性能を満たしていない木造住宅の所有者に対して、耐震改修工事等費用又は除却工事費用の一部を補助することで耐震化の促進を図る。また、危
険ブロック塀等の撤去及び新設費用の一部を補助することで、通行の安全確保を図る

住宅費 住宅管理費 空き家対策事業 まちづくり推進課 25,647
松原市空家等対策協議会を開催し、特に管理不十分な空き家に対し、法に基づく措置を実施するとともに、危険空家の除却工事費用の一部を補助するこ
とで、安心・安全なまちづくりを推進する



【消防費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

消防費 常備消防費 常備消防活動事業 消防総務課 78,977
 消防・救急事案への出動、各種訓練の実施及び指導、消防対象物、危険物施設等の立入検査、消防職員の人材育成に伴う各種研修への派遣及び初
期消火協力者等の市民表彰等の常備消防活動に要する経費

消防費 常備消防費 消防職員被服貸与事業 消防総務課 8,638 消防職員が業務遂行に必要な被服の貸与を行うための経費

消防費 常備消防費 消防賞じゅつ金事業 消防総務課 490 消防職員の公務災害に対しての災害補償を行うための経費

消防費 常備消防費 大阪航空消防運営費分担金 消防総務課 4,096 災害出動・訓練等に使用する消防用ヘリコプターの運営費に係る分担金

消防費 常備消防費 消防資機材整備事業 消防総務課 2,675  安全かつ的確な消防活動を行うために必要な消防資機材を整備するための経費

消防費 常備消防費 消火栓施設整備事業 消防総務課 6,000
消防活動に必要不可欠である消防水利（消火栓）を充実させることで、火災発生時にいち早く消火体制を整え、延焼防止を図り、市民の生命及び財産を
保護できるよう計画的に整備していくための経費

消防費 非常備消防費 非常備消防一般事務経費 消防総務課 1,409 団員表彰・出初式等を含む非常備消防団の一般事務運営業務を行うための一般事務経費

消防費 非常備消防費 消防団員報酬補償等関連事業 消防総務課 21,427 非常備消防団員の報酬及び公務災害に対しての災害補償を行うための経費

消防費 非常備消防費 非常備消防活動事業 消防総務課 17,417 災害出動・各種訓練等の非常備消防団の消防活動を行うための経費

消防費 非常備消防費 非常備車両等資機材管理事業 消防総務課 2,982 非常備消防団各分団に配置の消防車両及び資機材の維持管理を行うための経費

消防費 非常備消防費 非常備消防庁舎管理事業 消防総務課 2,663 非常備消防団各分団庁舎の維持管理を行うための経費

消防費 非常備消防費 消防団員被服貸与事業 消防総務課 1,241 非常備消防団員の業務遂行に必要な被服等の貸与を行うための経費

消防費 非常備消防費 消防団員健康管理委員会事業 消防総務課 556 非常備消防団員の健康管理を行うための経費

消防費 水防費 消防本部・消防団水防活動事業 消防総務課 660 洪水による被害を軽減するため、消防本部と消防団が密接に連携し、安全かつ迅速に応急活動を行うための経費

消防費 災害対策費 災害対策事業 危機管理課 22,641
近い将来に起こるとされる巨大地震等の大規模災害に備え、防災訓練等を実施するとともに、自主防災組織や防災士会への活動支援、地区防災計画の
策定支援及び災害時の医療備蓄物資の確保等防災体制の充実を図るための経費

消防費 災害対策費 防災設備整備事業 危機管理課 22,589 防災行政無線や防災拠点の資機材、各種防災システムの運用及び維持管理を行うとともに、感染症対策を考慮した避難所運営を図るための経費

消防費 災害対策費 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）配備ネットワーク事業 危機管理課 3,684
市内の公共施設及びコンビニエンスストアに設置した自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を維持管理し、救命率の向上や市民の安心・安全を確保するための経
費

消防費 災害対策費 国民保護計画事業 危機管理課 318 国民保護法に基づき、住民等の生命・財産を守るための措置に関する重要事項を協議するための経費

消防費 災害対策費 防災備蓄センター事業 危機管理課 1,427 災害救助用備蓄物資の倉庫及び災害時の活動拠点としての機能を兼ね備えた防災備蓄センターを維持管理するための経費

消防費 消防施設費 消防緊急通信指令システム運用事業 消防総務課 33,450 火災や救急などの119番通報の受信及び出動指令を行う消防緊急通信指令システムの運用経費

消防費 消防施設費 非耐震性防火水槽補強事業 消防総務課 3,002 大規模地震発生時においても安定した消防水利を確保するために、防火水槽を補強するための経費

消防費 消防施設費 消防情報システム整備事業 消防総務課 41,073 令和6年からの大阪市との指令業務共同運用に係るシステム開発業務負担金

消防費 消防施設費 梯子付消防自動車オーバーホール事業 消防総務課 38,500 梯子付消防自動車の整備を行うための経費



【教育費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

教育総務費 教育委員会費 教育委員会管理費 教育政策課 5,700 松原市教育行政の方向性やその他の重要な決定を行う教育委員に対する報酬、旅費等

教育総務費 事務局費 小学校・中学校卒業記念事業 教育総務課 1,832 各市立小中学校を卒業する児童及び生徒の前途を祝うため、記念品を贈る

教育総務費 事務局費 文化の日表彰事業 教育政策課 115 文化の日にあたり、松原市の教育の振興に功績顕著な人や団体及び児童生徒として表彰に値する者や団体を表彰する

教育総務費 事務局費 小中学校通学区域審議会事業 教職員課 338 市立小・中学校の通学区域について調査、審議をする松原市立小中学校通学区域審議会に伴う経費

教育総務費 事務局費 市立小学校セフティスクールサポート事業 教育総務課 23,859 市立小学校における安心・安全を確保するため、全小学校に管理員を１名配置し、校門において入校者の受付対応を行う

教育総務費 教育推進費 児童・生徒理解活動（心の教育）推進事業 教育研修センター 32,290
児童・生徒理解と心の教育を充実させるために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の配置による教育相談活動や体験活動等を実施
し、児童・生徒の不安や問題行動等の総合的な支援を行うために、教育支援センター事業を実施する。また、中学校におけるクラブ活動を活性化させるた
めに、部活動指導員を配置し、専門家による指導を受ける取組を実施する

教育総務費 教育推進費 総合的教育力推進事業 教育推進課 4,452
学校教育における多様な地域人材の活用を推進するとともに、学校と地域・保護者の協働 ・連帯の関係を深め、開かれた学校づくりを推進する。また各
小中学校の図書室に司書的な役割の人材を配置することで、読書に親しむ機会を増やす等、図書教育の充実を図る

教育総務費 教育推進費 国際化教育推進事業 教育推進課 47,595
小学校外国語活動の充実と中学生の英語コミュニケーション能力の育成をめざし、小学校英語指導協力員・外国語指導助手を配置するとともに、国際的
な視野を広げるため、台湾台北市との教育交流の推進を図る。また、日本語指導を必要とする幼児・児童・生徒に対する指導協力員の派遣を行う

教育総務費 教育推進費 特色・個性化教育推進事業 教育推進課 6,376 児童生徒の生きる力を育み、地域に開かれた魅力と特色ある学校園づくりを推進するために、教職員の指導力と資質の向上を図る

教育総務費 教育推進費 情報教育推進事業 教育研修センター 1,208 教育の情報化に対応し、情報機器の積極的な活用等情報教育の充実のため、教職員の技能や指導力向上のための研修や指導資料の作成を行う

教育総務費 教育推進費 人権教育推進事業 教育推進課 679 人権教育に関する研修・研究等の充実により、教職員の人権意識の向上・資質向上に努める

教育総務費 教育推進費 就学支援事業 教職員課 506
市内在住の就学前の幼児、また市内小・中学校に在籍している児童生徒の適正な就学を図るため、一人ひとりの教育的ニーズや本人及び保護者の意向
に基づき、就学における支援体制、教育内容等について専門的立場から協議し、支援教育の推進を図る

教育総務費 教育推進費 支援学級合同校外学習事業 教職員課 613
市立各小学校の支援学級の合同校外学習を実施し、見聞を広げ、学校間交流を図る。また、市立各小中学校の支援学級の一年間の学習成果を発表し
保護者とともに成長を確認する

教育総務費 教育推進費 教育用ネットワーク事業 教育総務課 92,542 インターネットや各小中学校間を結ぶ教育用ネットワークに係る機器等の整備及び管理等を行う

教育総務費 教育推進費 児童・生徒ハートサポート推進事業 教育研修センター 1,630 スクールサポーター（教育活動支援員）を小中学校に派遣し、いじめの早期発見、早期対応及び未然防止等総合的な対策を図る

教育総務費 教育推進費 児童自己防衛力育成事業 地域教育課 1,602
新小学校一年生に防犯ブザーを配布したり、市内全小中学校にメールシステムを導入することで登下校や災害時等の安心安全を図る。また、見守り隊と
の交流授業や児童自身の自己防衛力を育成する指導の充実を図る

教育総務費 教育推進費 支援教育推進事業 教育推進課 2,399
障がいのある幼児・児童・生徒の社会参加と自立をめざす教育の一層の充実と、支援を必要とするすべての子どもたちに対して適切な教育的支援の充実
を図るために、幼稚園・小学校・中学校における支援体制の整備を推進する

教育総務費 教育推進費 放課後学習等サポート事業 教育研修センター 11,445
本市公立小中学校に通う児童生徒の「基礎基本の定着」、「自学自習力の育成」と「家庭学習習慣の確立」をめざし、放課後やげんき塾等における学習指
導の推進を支援する学習支援アドバイザーとして、学生ボランティア・地域人材等を派遣する

教育総務費 教育推進費 学校ＩＣＴ機器等整備事業 教育総務課 131,165 各市立小中学校における情報教育の充実を図るため、学校ＩＣＴ機器等の整備等を行なう

教育総務費 教育推進費 セーフスクール推進事業 教育推進課 14,226
セーフスクールの認証を目指し、（体及び心の）ケガ及びその原因となる事故、いじめ、暴力を予防することによって、安全で健やかな学校づくりを進める
セーフスクールの活動を地域・保護者との協働で推進する

教育総務費 教育推進費 教職員研修事業 教育研修センター 2,377 児童生徒の生きる力を育むために、教職員の指導力の資質と向上を図るための効果的な研修の充実を図る

教育総務費 教育推進費 学習支援員配置事業 教育研修センター 1,980
新型コロナウイルス感染症対策による休業により学習の進度が遅れたため、教員が行う放課後や授業中の学習指導への支援を実施する学習支援員（退
職教員）を、松原市内小・中学校に配置する

小学校費 学校管理費 小学校教材・教具購入事業 教育総務課 34,712 各市立小学校における教材・教具等の購入に係る経費

小学校費 学校管理費 小学校運営事業 教育総務課 24,445 各市立小学校における事務用品や清掃用具の購入などの学校運営に係る経費

小学校費 学校管理費 小学校管理事業 教育総務課 130,352 各市立小学校における光熱水費や各廃棄物の処理などの学校運営の維持管理に係る経費



【教育費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

小学校費 学校管理費 小学校支援学級運営事業 教育総務課 2,053 各市立小学校における支援学級の運営に係る経費

小学校費 学校管理費 小学校施設維持管理整備事業 教育総務課 121,597 小学校の施設の維持管理及び安心・安全な教育環境の保全に努める

小学校費 学校管理費 支援教育運営事業（小学校） 教職員課 41,417
ともに学び、ともに育つ教育をめざして、市立小学校において、通常学級に在籍するLD・ADHD等学習や学校生活上で支援が必要な児童や、肢体不自由
等の介助が必要な児童に対して支援員等を配置し、学習支援や学校行事参加の援助、安全確保等を行う

小学校費 学校管理費
医療的ケアを要する児童生徒への看護師配置事業（小学
校）

教職員課 6,101 医療的ケアを要する児童・生徒の市立小・中学校への就学への機会を拡充し、より安全な学校生活や教育活動を保障する等、教育条件の充実を図る

小学校費 学校管理費 各小学校空調機設置事業 教育総務課 10,119
各小学校において、ガス空調機を設置している職員室のエアコンが老朽化により故障が目立っている。空調設備を入れ替えて、教職員の労働環境の向上
を図る

小学校費 教育振興費 小学校理科教育等設備整備事業 教育総務課 660 国の補助金事業による小学校の理科及び算数教育に係る備品の整備

小学校費 教育振興費 要保護及び準要保護児童生徒援助事業（小学校） 教職員課 68,236 要保護及び準要保護家庭の児童・生徒への学用品費等の援助を行う

小学校費 教育振興費 支援教育就学奨励事業（小学校） 教職員課 8,989 支援学級等に在籍する児童・生徒等への学用品費等の援助を行い、支援教育の充実を図る

小学校費 学校建設費 各小学校外壁等改修事業 教育総務課 87,544 老朽化した校舎の外壁改修を行い、安心・安全な教育環境の保全に努める

中学校費 学校管理費 中学校教材・教具購入事業 教育総務課 32,779 各市立中学校における教材・教具等の購入に係る経費

中学校費 学校管理費 中学校運営事業 教育総務課 12,693 各市立中学校における事務用品や清掃用具の購入などの学校運営に係る経費

中学校費 学校管理費 中学校管理事業 教育総務課 82,110 各市立中学校における光熱水費や各廃棄物の処理などの学校運営の維持管理に係る経費

中学校費 学校管理費 中学校支援学級運営事業 教育総務課 1,201 各市立中学校における支援学級における運営に係る経費

中学校費 学校管理費 中学校施設維持管理整備事業 教育総務課 41,018 中学校の施設維持及び管理を行い、安心・安全な教育環境の保全に努める

中学校費 学校管理費 支援教育運営事業（中学校） 教職員課 13,452
ともに学び、ともに育つ教育をめざして、市立中学校において、通常学級に在籍するLD・ADHD等の学習や学校生活上の支援が必要な生徒や肢体不自由
等介助が必要な生徒に対して支援員等を配置し、学習支援や学校行事参加の援助、安全確保等を行う

中学校費 教育振興費 中学校理科教育等設備整備事業 教育総務課 440 国の補助金事業による中学校の理科及び数学教育に係る備品の整備

中学校費 教育振興費 要保護及び準要保護児童生徒援助事業（中学校） 教職員課 55,890 要保護及び準要保護家庭の児童・生徒への学用品費等の援助を行う

中学校費 教育振興費 支援教育就学奨励事業（中学校） 教職員課 5,724 支援学級等に在籍する児童・生徒等への学用品費等の援助を行い、支援教育の充実を図る

中学校費 学校建設費 各中学校外壁等改修事業 教育総務課 63,512 老朽化した校舎の外壁等改修を行い、安心・安全な教育環境の保全に努める

幼稚園費 幼稚園総務費 幼稚園運営管理事業 子ども未来室 29,996 幼稚園教育における安心安全な運営管理及び、教育施設の環境の維持管理に努める

幼稚園費 幼稚園総務費 幼稚園預かり保育事業 子ども未来室 1,924
幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育て及び就労を支援することを目的とし、松原市立幼稚園の教育課程終了後の保育（預かり保育）
を全園にて実施する

幼稚園費 幼稚園総務費 幼稚園支援教育運営事業 子ども未来室 3,425 公立幼稚園に通うＬＤ・ＡＤＨＤ等の教育上、特別な支援を必要とする園児に対し、学習等の支援を行う支援員を配置する

幼稚園費 幼稚園総務費 認定こども園等運営管理事業 子ども未来室 242,331 教育標準時間認定（１号認定）の子ども対象に、質の高い子育て支援を行う

幼稚園費 幼稚園総務費 子育てのための教育施設等利用給付事業 子ども未来室 208,823 幼児教育・保育無償化に伴う施設等の利用給付を行うもの

幼稚園費 幼稚園総務費 旧松原幼稚園解体撤去事業 子ども未来室 26,714 老朽化している園舎を解体することで、周囲への安心安全な環境を図る

幼稚園費 幼稚園総務費 旧松原西幼稚園解体撤去事業 子ども未来室 44,733 老朽化している園舎を解体することで、周囲への安心安全な環境を図る



【教育費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

幼稚園費 幼稚園総務費 旧まつかぜ幼稚園解体撤去事業 子ども未来室 32,362 老朽化している園舎を解体することで、周囲への安心安全な環境を図る

社会教育費 社会教育総務費 社会教育振興事業 地域教育課 470 地域のつながりによる教育力の向上を図り、地域コミュニティの基礎づくりに努める

社会教育費 社会教育総務費 社会教育推進事業 いきがい学習課 7,116 社会教育事業の講座の企画・立案・運営を行い、地域のつながりによる社会教育の振興を図り、地域コミュニティの基礎づくりに努める

社会教育費 社会教育総務費 地域・家庭の教育力向上事業 地域教育課 3,673 中学校区フェスタ等の活動を通じて、家庭・地域・学校が一体となり、地域の教育コミュニティの向上を図る

社会教育費 社会教育総務費 小学校施設開放事業 地域教育課 2,675
 多くのグループ・サークル活動の支援を目的として、市立小学校１５校の学校施設（運動場・体育館等）を学校教育に支障のない時間帯に開放し、地域住
民（団体）のコミュニティの醸成を図るとともに児童・生徒の健全育成に努める

社会教育費 社会教育総務費 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業 地域教育課 6,016
「学校支援地域本部事業」等を支援することにより、地域教育コミュニティづくりを推進し、地域の教育力の向上に努める。また、地域とともにある学校づくり
の実現をめざし、コミュニティ・スクールを推進する

社会教育費 公民館費 公民館管理事業 いきがい学習課 35,666
市立５公民館の適正な施設の維持管理に努める。公民館運営審議会を開催し、運営方針を議論することで、地域住民の自主的・自立的な公民館活動を
支援する

社会教育費 公民館費 生涯学習事業 いきがい学習課 2,545
各市立公民館において、乳幼児から高齢者までの様々な世代に生涯学習の機会を提供する。社会教育の場として、市民が集い、学び合う教室を展開し、
またボランティアの養成及び活動を推進する

社会教育費 図書館費 市民図書館管理運営事業 いきがい学習課 302,606
市民図書館運営のための人件費や資料費並びに施設維持管理や一般事務経費を計上し、館内環境の向上や資料の充実に努め図書館利用を進める。
また、子どもの読書離れに対して学校との連携を進める

社会教育費 青少年教育費 成人式事業 地域教育課 1,337 新成人を励まし、祝福し、社会人となる責任の重さの自覚を促し社会の義務や秩序を認識してもらうため、１月の第２月曜日に成人式を開催する

社会教育費 青少年教育費 青少年育成関連事業 地域教育課 3,493 青少年の健全育成に資する青少年指導員を委嘱すると共に、地域における青少年育成活動を推進するため、青少年団体活動の奨励・支援を行う

社会教育費 青少年教育費 大塚野外活動広場運営事業 みち・みどり整備室 1,261 野外活動体験を通じて自然と触れ合うレクリエーション活動の場を提供し、市民の心身の健全な育成に寄与する広場の適切な運営管理を行う

社会教育費 青少年教育費 友好交流事業 いきがい学習課 180 月ヶ瀬周辺地域との交流事業の実施や、月ヶ瀬地域で行われるイベントへの参加促進等の交流を推進する

社会教育費 青少年会館費 人権交流センター管理事業 人権交流室 9,609 人権交流センターの施設の維持・修繕・運営に係る経費

社会教育費 青少年会館費 青少年会館自主事業 人権交流室 1,583
青少年の健全育成を図るために、各種体験活動、日曜・祝日の親子のふれあいの促進、地域交流の促進、セミナー、青少年の安心できる居場所の提供
に関する経費

社会教育費 文化財保護費 調査・保存事業 文化財課 9,315
地域の文化財を損失から護り、市民の郷土への愛着と理解を深め、次世代へ継承するため、文化財について調査を行い、重要なものについて市指定文
化財に指定し保存と活用を図る。また、文化財のデータやコンテンツを順次デジタル化し、自由に利活用して地域の歴史や文化に慣れ親しむことができる
よう環境整備を進める

社会教育費 少年自然の家費 少年自然の家管理事業 いきがい学習課 50,135
月ヶ瀬の自然豊かな環境で、野外活動を通して青少年に新たな体験、集団生活、創造力や生命力を養える場としての施設運営及び管理を指定管理者に
より実施する

保健体育費 保健体育総務費 学校保健体育関係事業 教育推進課 11,149
学校における安全衛生の充実を図るとともに、水質検査や教室の空気中の二酸化炭素濃度などの環境衛生管理等を推進し、学校保健体育活動の充実
を図る

保健体育費 保健体育総務費 健康診断事業 教育推進課 56,465 幼児・児童・生徒及び教職員の健康の維持増進を図るため、結核検診や心臓検診、がん検診、各定期健診等の健康診断を実施する

保健体育費 保健体育総務費 スポーツ推進委員事業 いきがい学習課 2,955 地域におけるスポーツ行事に協力し、住民のスポーツ活動の発展・振興を図る。また、スポーツ推進委員の活動として、ニュースポーツの普及等に努める

保健体育費 保健体育総務費 中学校体育施設開放事業 地域教育課 502 市民のコミュニティの醸成を促進するとともに児童及び生徒の健全育成を図る

保健体育費 保健体育総務費 市民スポーツ自主事業 いきがい学習課 16,255 住民が生涯にわたってスポーツに親しめるように、各種スポーツ事業を実施する

保健体育費 保健体育総務費 市民スポーツ助成事業 いきがい学習課 1,900 市民の交流の場や、健康・体力づくりの一環として、市民大運動会とマラソン大会を開催し、両事業に市補助金を交付する

保健体育費 体育施設費 市民体育館管理事業 いきがい学習課 42,775 指定管理者が運営することにより、市民ニーズに応じた、市民のスポーツ活動を支える施設運営を行う

保健体育費 体育施設費 市民プール管理事業 いきがい学習課 19,812 指定管理者により市民プールの運営を行い、サービス展開を図りながら、市民にレクリエーションの場を提供する



【教育費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

保健体育費 体育施設費 市民道夢館管理事業 いきがい学習課 47,139 指定管理者が運営することにより、武道等を通じて健全な心身の維持増進を図るために、適切な施設運営を行う

保健体育費 体育施設費 運動広場管理事業 みち・みどり整備室 41,232 市民運動広場の適正な管理を行うことにより、安全で安心な施設の利用に寄与し、市民のスポーツ活動及び体力向上を図る

保健体育費 体育施設費 スポーツパークまつばら管理事業 みち・みどり整備室 513 スポーツパークまつばらについて、安全で安心して利用できるため、適正に管理することにより、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興に寄与する

保健体育費 体育施設費 運動広場維持補修事業 みち・みどり整備室 2,500 老朽化した運動広場施設の改修等を行うことにより、安全な環境の整備を図る

保健体育費 学校給食費 学校給食センター運営事業 学校給食課 71,201 学校給食センターの衛生管理の徹底及び設備の機能維持に努め、給食業務の円滑な運営を図る

保健体育費 学校給食費 学校給食業務事業 学校給食課 307,690 児童に安心、安全な学校給食を提供する

保健体育費 学校給食費 中学校給食事業 学校給食課 121,223 生徒に安心、安全な学校給食を提供する



【公債費】 （単位：千円）

項 目 事業名 所属 Ｒ３年度要求額 事業概要

公債費 元金 元金 財政課 3,962,672 過年度に発行した地方債に対する元金償還金

公債費 利子 利子 財政課 249,932 過年度に発行した地方債及び一時借入金に対する利子償還金


