
３　歳　出

（款）  １ 議会費

 1 議会費 　    324,318       △5,995 　    318,323         △43      △5,952款

 1 議会費 　    324,318       △5,995 　    318,323         △43      △5,952

 1 議会費 　    324,318       △5,995 　    318,323         △43      △5,952

 1 報酬         △860 ＜概　要＞

001 議員報酬等                                                 △3,762

 4 共済費       △2,902     議員報酬                                                     △860

    議員共済会負担金                                           △2,902

11 需用費       △2,233 016 議会だより発行事業                                         △2,233

    印刷製本費                                                 △2,233

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  １ 議会費

（項）  １ 議会費



（款）  ２ 総務費

 2 総務費 　  5,052,565     △151,771 　  4,900,794     △12,259    △146,300     △14,197       20,985款

 1 総務管理費 　  4,140,507     △137,979 　  4,002,528      △9,422    △146,300     △14,197       31,940

 1 一般管理費 　  2,967,761 　     49,339 　  3,017,100      △8,367    △146,300      △2,092      206,098

 1 報酬         △505 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                  85,537

 3 職員手当等 　     85,537     退職手当                                                    85,537

024 退職手当基金積立金                                           △779

13 委託料       △1,343     退職手当基金積立金                                           △779

041 庁舎整備基金積立金                                         △1,372

15 工事請負費      △16,499     その他積立金                                               △1,372

071 全世代地域市民会議運営事業                                △13,700

19 負担金補助及      △13,700     その他団体補助金                                          △13,700

び交付金 075 大東スタイル推進事業                                      △20,347

    非常勤職員報酬                                               △505

23 償還金利子及       △2,000     設計委託料                                                   △897

び割引料     工事監理委託料                                               △446

    新設改良工事請負費（国）                                  △10,225

25 積立金       △2,151     新設改良工事請負費（単）                                   △6,274

    国に対する償還金                                           △2,000

 2 企画費 　    564,709      △68,270 　    496,439        △660         △40     △67,570

 7 賃金       △2,400 048 ふるさと納税事務費                                        △93,595

    臨時職員給                                                 △2,400

11 需用費      △76,176     消耗品費                                                  △76,176

    手数料                                                     △3,255

12 役務費       △3,255     事務業務委託料                                            △11,764

049 大東市魅力づくり基金積立金                                  25,325

13 委託料      △11,764     その他積立金                                                25,325

25 積立金 　     25,325

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  １ 総務管理費

（項）  １ 総務管理費



（款）  ２ 総務費

 3 広報費 　     33,921       △4,035 　     29,886        △395      △3,640

11 需用費       △4,035 ＜概　要＞

021 広報だいとう発行事業                                       △4,035

    印刷製本費                                                 △4,035

 4 会計管理費 　      6,137         △600 　      5,537        △600

11 需用費         △600 012 口座振替等収納経費                                           △600

    印刷製本費                                                   △600

 5 財産管理費 　    156,186       △2,022 　    154,164      △2,022

14 使用料及び賃       △2,022 010 庁舎管理経費                                               △2,022

借料     使用料及び賃借料                                           △2,022

 7 情報管理費 　    261,731       △1,501 　    260,230      △1,501

13 委託料       △1,501 011 コンピュ―タ・セキュリティ対策経費                         △1,000

    事務業務委託料                                             △1,000

016 情報処理経費                                                 △501

    事務業務委託料                                               △501

 8 財政調整基金費 　    110,077     △109,221 　        856     △10,396     △98,825

25 積立金     △109,221 010 財政調整基金積立金                                       △109,221

    財政調整基金積立金                                       △109,221

10 減債基金費 　      2,316       △1,669 　        647      △1,669

25 積立金       △1,669 010 減債基金積立金                                             △1,669

    その他積立金                                               △1,669

 3 戸籍住民基本台帳費 　    285,216       △1,000 　    284,216      △1,000

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ３ 戸籍住民基本台帳費

（項）  １ 総務管理費



（款）  ２ 総務費

 1 戸籍住民基本台帳費 　    285,216       △1,000 　    284,216      △1,000

 7 賃金       △1,000 ＜概　要＞

021 社会保障・税番号制度関係諸経費                             △1,000

    臨時職員給                                                 △1,000

 4 選挙費 　    142,247      △12,792 　    129,455      △2,837      △9,955

 5 大東市議会議員及び長選挙費 　     55,693       △9,946 　     45,747      △9,946

 1 報酬          △85 001 非常勤職員報酬                                                △85

    非常勤職員報酬                                                △85

 3 職員手当等         △818 002 選挙事務手当                                                 △818

    時間外勤務手当                                               △818

 7 賃金         △253 010 選挙執行経費                                               △9,043

    臨時職員給                                                   △253

 8 報償費          △10     報償金                                                        △10

    普通旅費                                                       △2

 9 旅費           △2     消耗品費                                                      △50

    食糧費                                                         △9

11 需用費         △622     印刷製本費                                                   △563

    通信運搬費                                                     △1

12 役務費           △1     事務業務委託料                                             △1,428

    使用料及び賃借料                                             △103

13 委託料       △1,428     庁用器具購入費                                                △22

    その他負担金                                               △6,602

14 使用料及び賃         △103

借料

18 備品購入費          △22

19 負担金補助及       △6,602

び交付金

 7 参議院議員通常選挙費 　     36,510       △2,846 　     33,664      △2,837          △9

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ４ 選挙費

（項）  ３ 戸籍住民基本台帳費



（款）  ２ 総務費

 3 職員手当等         △152 ＜概　要＞

002 選挙事務手当                                                 △152

 7 賃金         △251     時間外勤務手当                                               △152

010 選挙執行経費                                               △2,694

 8 報償費          △12     臨時職員給                                                   △251

    報償金                                                        △12

 9 旅費           △1     普通旅費                                                       △1

    消耗品費                                                       △4

11 需用費          △80     食糧費                                                        △18

    物品修繕料                                                    △58

13 委託料       △2,287     事務業務委託料                                             △2,287

    使用料及び賃借料                                              △53

14 使用料及び賃          △53     図書購入費                                                    △10

借料

18 備品購入費          △10

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ４ 選挙費

（項）  ４ 選挙費



（款）  ３ 民生費

 3 民生費 　 20,938,388         △475 　 20,937,913    △243,276      △4,300     △95,381      342,482款

 1 民生管理費 　    150,172          △12 　    150,160         △12

 2 防犯対策費 　     34,912          △12 　     34,900         △12

25 積立金          △12 ＜概　要＞

021 大東市安全で安心なまちづくり基金積立金                        △12

    その他積立金                                                  △12

 2 社会福祉費 　  5,645,982 　    253,416 　  5,899,398    △114,221      △1,400     △10,505      379,542

 1 社会福祉総務費 　  5,337,065 　    255,832 　  5,592,897    △113,105     △10,505      379,442

 3 職員手当等          △40 018 福祉手当等給付費                                           △8,845

    福祉手当                                                   △8,845

 7 賃金         △150 021 大東市福祉基金積立金                                        12,120

    その他積立金                                                12,120

11 需用費       △2,489 098 国保特会繰出金                                             383,058

    他会計繰出金                                               383,058

12 役務費       △1,006 136 コミュニティソーシャルワーカー配置事業                       △500

    事務業務委託料                                               △500

13 委託料      △13,049 157 障害者地域生活支援事業・必須（日常生活用具）               △2,393

    障害者地域生活支援費・必須                                 △2,393

14 使用料及び賃         △372 177 障害者が安心できるまちづくり事業                          △10,385

借料     施設整備補助金                                            △10,385

180 臨時福祉給付金（簡素な給付措置）給付事業                  △59,811

19 負担金補助及     △111,002     事務業務委託料                                             △7,884

び交付金     個人補助金                                                △51,927

181 北条コミュニティセンター管理運営経費                       △2,421

20 扶助費      △11,238     光熱水費                                                   △2,421

185 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業                    △54,991

25 積立金 　     12,120     時間外勤務手当                                                △40

    臨時職員給                                                   △150

28 繰出金 　    383,058     印刷製本費                                                    △68

    通信運搬費                                                 △1,006

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ２ 社会福祉費

（項）  １ 民生管理費



（款）  ３ 民生費

＜概　要＞

    事務業務委託料                                             △4,665

    使用料及び賃借料                                             △372

    個人補助金                                                △48,690

 4 人権文化センター費 　    113,848       △2,416 　    111,432      △1,400      △1,016

13 委託料         △604 043 人権文化センター管理運営経費                               △2,416

    設計委託料                                                   △604

15 工事請負費       △1,812     維持補修工事請負費                                         △1,812

 6 療育訓練費 　      7,834 　          0 　      7,834      △1,116        1,116

 3 老人福祉費 　  3,672,671     △164,074 　  3,508,597     △53,829     △92,031     △18,214

 1 老人福祉総務費 　  3,362,407     △164,074 　  3,198,333     △53,829     △92,031     △18,214

 8 報償費       △1,680 015 老人保護措置費                                             △5,878

    老人保護措置費                                             △5,878

13 委託料      △32,282 061 地域支援事業（介護予防）                                  △88,162

    事務業務委託料                                            △30,093

19 負担金補助及     △111,898     その他負担金                                              △58,069

び交付金 068 地域支援事業（任意）                                       △3,869

    報償金                                                     △1,680

20 扶助費       △5,878     事務業務委託料                                             △2,189

075 地域密着型サービス整備事業                                △53,829

28 繰出金      △12,336     施設整備補助金                                            △53,829

099 介護特会繰出金                                            △11,777

    他会計繰出金                                              △11,777

102 後期高齢特会繰出金                                           △559

    他会計繰出金                                                 △559

 4 児童福祉費 　  8,749,809      △89,805 　  8,660,004     △75,226      △2,900         △99     △11,580

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ４ 児童福祉費

（項）  ２ 社会福祉費



（款）  ３ 民生費

 1 児童福祉総務費 　  3,577,041      △78,851 　  3,498,190     △71,099      △1,700         △99      △5,953

 8 報償費       △1,444 ＜概　要＞

017 子育て支援事業                                             △1,000

13 委託料       △5,247     個人補助金                                                 △1,000

018 子育て支援短期利用経費                                         118

19 負担金補助及 　      2,882     国に対する償還金                                               118

び交付金 024 病児保育事業補助経費                                           588

    国に対する償還金                                               588

20 扶助費     △120,869 027 児童扶養手当給付費                                        △43,159

    児童扶養手当                                              △43,159

23 償還金利子及 　      1,774 032 児童虐待防止事業                                           △2,142

び割引料     報償金                                                     △1,444

    事務業務委託料                                               △847

25 積立金 　     44,053     国に対する償還金                                               149

034 つどいの広場事業                                               919

    国に対する償還金                                               919

052 大東市子ども基金積立金                                      44,053

    その他積立金                                                44,053

057 児童手当給付費                                            △77,710

    児童手当                                                  △77,710

063 広域的保育所等利用事業                                     △2,500

    事務業務委託料                                             △2,500

097 地域型保育推進事業                                           2,982

    事務業務委託料                                             △1,900

    施設整備補助金                                               4,882

098 保育士宿舎借り上げ支援事業                                 △1,000

    その他団体補助金                                           △1,000

 2 児童措置費 　  3,423,032         △198 　  3,422,834        △749          551

20 扶助費       △1,000 012 母子生活支援施設入所費                                     △1,000

    児童生活扶助費                                             △1,000

23 償還金利子及 　        802 013 法人立保育所等運営補助経費                                     802

び割引料     国に対する償還金                                               802

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ４ 児童福祉費

（項）  ４ 児童福祉費



（款）  ３ 民生費

 3 母子福祉費 　     16,902       △5,000 　     11,902      △3,750      △1,250

19 負担金補助及       △5,000 ＜概　要＞

び交付金 016 母子家庭等高等職業訓練給付経費                             △5,000

    個人補助金                                                 △5,000

 4 児童福祉施設費 　    869,809 　        163 　    869,972            2      △1,200        1,361

23 償還金利子及 　        163 032 放課後児童クラブ管理運営経費                                   163

び割引料     国に対する償還金                                               163

 7 子ども発達支援センタ―費 　    303,174       △5,919 　    297,255      △5,919

11 需用費       △4,063 011 子ども発達支援センタ―運営費                               △5,919

    光熱水費                                                   △4,063

13 委託料       △1,856     事務業務委託料                                             △1,856

10 子育て支援センター費 　     42,456 　          0 　     42,456          370        △370

 5 生活保護費 　  2,719,754 　          0 　  2,719,754        7,266      △7,266

 2 扶助費 　  2,481,932 　          0 　  2,481,932        7,266      △7,266

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ５ 生活保護費

（項）  ４ 児童福祉費



（款）  ４ 衛生費

 4 衛生費 　  3,254,573      △27,835 　  3,226,738      △3,167     △24,668款

 1 保健衛生費 　    647,992       △2,843 　    645,149      △3,167          324

 2 予防費 　    531,055       △2,311 　    528,744      △3,167          856

 7 賃金       △1,311 ＜概　要＞

019 母子保健事業費                                             △1,000

 8 報償費       △1,000     報償金                                                     △1,000

038 こんにちは赤ちゃん事業                                     △1,311

    臨時職員給                                                 △1,311

 4 公害対策費 　     78,508         △532 　     77,976        △532

11 需用費         △532 020 環境基本計画推進事業                                         △532

    印刷製本費                                                   △532

 2 清掃費 　  2,308,719      △24,992 　  2,283,727     △24,992

 2 塵芥処理費 　  2,069,171      △11,292 　  2,057,879     △11,292

13 委託料       △1,172 013 東大阪都市清掃施設組合運営経費                            △10,120

    一部事務組合負担金                                        △10,120

19 負担金補助及      △10,120 018 死獣処理業務委託経費                                       △1,172

び交付金     事務業務委託料                                             △1,172

 3 し尿処理費 　    145,563       △9,168 　    136,395      △9,168

17 公有財産購入       △9,168 018 新田清掃センター跡地諸経費                                 △9,168

費     単・土地購入費                                             △9,168

 4 環境保全費 　     28,487       △4,532 　     23,955      △4,532

13 委託料       △4,032 012 環境美化推進事業                                           △4,032

    事務業務委託料                                             △4,032

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ２ 清掃費

（項）  １ 保健衛生費



（款）  ４ 衛生費

19 負担金補助及         △500 ＜概　要＞

び交付金 020 水質改善事業                                                 △500

    その他負担金                                                 △500

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ２ 清掃費

（項）  ２ 清掃費



（款）  ６ 商工費

 6 商工費 　    109,045       △1,174 　    107,871      △1,174款

 1 商工費 　    109,045       △1,174 　    107,871      △1,174

 2 商工振興費 　     75,452       △1,174 　     74,278      △1,174

 8 報償費       △3,435 ＜概　要＞

061 大東ビジネス創造センター事業                               △4,050

 9 旅費         △615     報償金                                                     △3,435

    費用弁償                                                     △615

25 積立金 　      2,876 062 大東市産業振興基金積立金                                     2,876

    その他積立金                                                 2,876

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  １ 商工費

（項）  １ 商工費



（款）  ７ 土木費

 7 土木費 　  4,552,837     △477,738 　  4,075,099    △299,302    △246,000     △26,159       93,723款

 1 土木管理費 　    100,185      △22,275 　     77,910     △22,275

 1 土木総務費 　    100,085      △22,275 　     77,810     △22,275

23 償還金利子及      △20,000 ＜概　要＞

び割引料 015 大東市公共施設整備基金積立金                               △1,351

    その他積立金                                               △1,351

25 積立金       △2,275 017 市営住宅整備基金積立金                                       △924

    その他積立金                                                 △924

093 一般事務費（開発指導）                                    △20,000

    その他償還金                                              △20,000

 2 道路橋りょう費 　    868,838      △87,078 　    781,760     △98,344     △16,100      △1,279       28,645

 2 道路維持費 　    269,596      △46,315 　    223,281     △26,719     △17,500      △2,096

13 委託料       △3,099 032 道路ストック総点検事業                                    △26,466

    調査研究委託料                                             △3,099

15 工事請負費      △43,216     新設改良工事請負費（国）                                  △23,367

033 橋梁長寿命化修繕事業                                      △19,849

    新設改良工事請負費（国）                                  △19,849

 3 道路新設改良費 　    318,341      △37,740 　    280,601     △71,625        1,400       32,485

 9 旅費           △5 010 道路新設改良事業                                          △35,257

    事務業務委託料                                             △1,769

11 需用費          △25     設計委託料                                                 △6,810

    測量ボ―リング委託料                                       △4,318

13 委託料      △15,320     新設改良工事請負費（国）                                  △21,044

    国・土地購入費                                             △1,303

14 使用料及び賃          △30     建設負担金                                                    △13

借料 019 北条踏切改良事業                                           △2,483

    普通旅費                                                       △5

15 工事請負費      △21,044     消耗品費                                                      △15

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ２ 道路橋りょう費

（項）  １ 土木管理費



（款）  ７ 土木費

17 公有財産購入       △1,303 ＜概　要＞

費     印刷製本費                                                    △10

    事務業務委託料                                             △2,000

19 負担金補助及          △13     鑑定委託料                                                   △423

び交付金     使用料及び賃借料                                              △30

 7 自転車対策費 　     77,151       △3,023 　     74,128      △1,279      △1,744

13 委託料         △697 011 放置自転車対策事業                                           △697

    事務業務委託料                                               △697

14 使用料及び賃       △2,326 015 自転車駐車場管理経費                                       △2,326

借料     使用料及び賃借料                                           △2,326

 3 都市計画費 　  3,100,154     △358,395 　  2,741,759    △200,958    △194,000        △171       36,734

 1 都市計画総務費 　  2,262,240       △3,604 　  2,258,636      △1,707      △1,897

13 委託料       △4,824 021 空家等対策推進事業                                         △4,036

    事務業務委託料                                             △4,036

28 繰出金 　      1,220 063 まちづくり調査検討事業                                       △788

    事務業務委託料                                               △788

097 都市開発資金特会繰出金                                       1,220

    他会計繰出金                                                 1,220

 3 緑化推進費 　     34,660       △7,465 　     27,195      △7,800        △171          506

13 委託料      △13,468 018 大東市緑化基金積立金                                         6,003

    その他積立金                                                 6,003

25 積立金 　      6,003 023 都市公園再整備事業                                        △13,468

    設計委託料                                                △13,468

 5 深野北谷川線新設費 　     14,373       △6,059 　      8,314          168      △2,100      △4,127

13 委託料       △6,059 010 深野北谷川線新設事業                                       △6,059

    設計委託料                                                 △3,905

    測量ボ―リング委託料                                       △2,154

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ３ 都市計画費

（項）  ２ 道路橋りょう費



（款）  ７ 土木費

11 大東中央公園新設費 　     27,293 　          0 　     27,293      △1,400        1,400

22 中垣内浜公園新設費 　    201,600      △60,230 　    141,370     △46,800     △70,400       56,970

15 工事請負費      △55,064 ＜概　要＞

010 中垣内浜公園新設事業                                      △60,230

22 補償補填及び       △5,166     新設改良工事請負費（国）                                  △50,794

賠償金     新設改良工事請負費（単）                                   △4,270

    単・建設事業補償金                                         △5,166

23 野崎駅・四条畷駅周辺整備費 　    407,758     △281,037 　    126,721    △152,619    △112,300     △16,118

13 委託料       △2,517 010 野崎駅・四条畷駅周辺整備事業                             △281,037

    事務業務委託料                                             △2,010

15 工事請負費       △2,248     鑑定委託料                                                   △507

    新設改良工事請負費（単）                                   △2,248

17 公有財産購入     △177,081     国・土地購入費                                           △177,081

費     国・建設事業補償金                                        △99,191

22 補償補填及び      △99,191

賠償金

 4 住宅費 　    171,366       △9,990 　    161,376      △2,434      △7,556

 1 住宅管理費 　    171,366       △9,990 　    161,376      △2,434      △7,556

 8 報償費       △2,268 010 住宅管理諸経費                                             △4,191

    報償金                                                     △2,268

13 委託料       △1,923     事務業務委託料                                             △1,923

012 住宅維持補修費                                             △5,799

15 工事請負費       △5,799     維持補修工事請負費                                         △5,799

 5 河川費 　    312,294 　          0 　    312,294     △35,900       35,900

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ５ 河川費

（項）  ３ 都市計画費



（款）  ７ 土木費

 2 排水ポンプ場管理費 　    101,256 　          0 　    101,256     △23,600       23,600

 3 都市浸水対策費 　    105,123 　          0 　    105,123      △6,600        6,600

 5 河川改修費 　     38,408 　          0 　     38,408      △5,700        5,700

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ５ 河川費

（項）  ３ 都市計画費



（款）  ８ 消防費

 8 消防費 　  1,377,022 　      2,135 　  1,379,157        △200      △3,211        5,546款

 1 消防費 　  1,377,022 　      2,135 　  1,379,157        △200      △3,211        5,546

 1 常備消防費 　  1,181,089 　     10,559 　  1,191,648       10,559

19 負担金補助及 　     10,559 ＜概　要＞

び交付金 029 大東四條畷消防組合運営経費                                  10,559

    一部事務組合負担金                                          10,559

 2 非常備消防費 　     71,970       △1,500 　     70,470      △1,200        △423          123

19 負担金補助及       △1,500 019 消防団活動推進事業                                         △1,500

び交付金     施設整備補助金                                             △1,500

 4 災害対策費 　     83,296       △6,367 　     76,929        1,000      △2,788      △4,579

15 工事請負費       △7,105 016 大東市災害対策基金積立金                                     4,467

    その他積立金                                                 4,467

19 負担金補助及       △3,729 017 防災対策事業                                               △7,105

び交付金     新設改良工事請負費（単）                                   △7,105

021 自主防災組織育成事業                                       △3,729

25 積立金 　      4,467     その他団体補助金                                           △2,701

    施設整備補助金                                             △1,028

 6 防災無線対策費 　     15,669         △557 　     15,112        △557

12 役務費         △557 011 防災行政無線対策費                                           △557

    通信運搬費                                                   △557

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  １ 消防費

（項）  １ 消防費



（款）  ９ 教育費

 9 教育費 　  4,835,903      △46,883 　  4,789,020    △195,967      193,700        9,716     △54,332款

 1 教育総務費 　    523,022 　     13,679 　    536,701        5,580          195        7,904

 1 教育委員会総務費 　    523,022 　     13,679 　    536,701        5,580          195        7,904

 1 報酬         △480 ＜概　要＞

001 教育委員報酬                                                 △480

25 積立金 　     14,159     委員報酬                                                     △480

033 大東市教育文化基金積立金                                    14,159

    その他積立金                                                14,159

 2 小学校費 　  1,326,372 　     16,216 　  1,342,588     △36,392       94,000        6,973     △48,365

 1 学校管理費 　    466,315 　     11,736 　    478,051       24,600     △12,864

11 需用費      △11,000 012 小学校管理運営諸経費                                      △11,000

    光熱水費                                                  △11,000

13 委託料          △35 018 小学校管理諸経費（施設）                                    22,736

    施設管理委託料                                             △1,913

15 工事請負費 　     22,771     設計委託料                                                   1,878

    新設改良工事請負費（単）                                    22,771

 3 教育指導費 　     66,493       △1,200 　     65,293      △1,200

 7 賃金       △1,200 010 小学校支援学級運営諸経費                                   △1,200

    臨時職員給                                                 △1,200

 5 学校給食費 　    532,086 　          0 　    532,086        6,973      △6,973

 8 小学校改修事業費 　    199,448 　      5,680 　    205,128     △36,392       69,400     △27,328

13 委託料 　        575 034 小学校非構造部材耐震化事業                                   5,680

    工事監理委託料                                                 575

15 工事請負費 　      5,105     新設改良工事請負費（国）                                     5,105

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ２ 小学校費

（項）  １ 教育総務費



（款）  ９ 教育費

 3 中学校費 　  1,822,665      △72,783 　  1,749,882    △164,676       99,700      △7,807

 1 学校管理費 　    959,420       △2,245 　    957,175     △90,415       11,200       76,970

11 需用費       △7,500 ＜概　要＞

010 中学校維持補修費                                           △8,191

13 委託料       △9,926     工事監理委託料                                             △8,191

012 中学校管理運営諸経費                                       △7,500

15 工事請負費 　     15,181     光熱水費                                                   △7,500

018 中学校管理諸経費（施設）                                    13,446

    施設管理委託料                                             △3,115

    設計委託料                                                   1,380

    新設改良工事請負費（単）                                    15,181

 6 中学校改修事業費 　    325,116      △28,510 　    296,606     △74,261       88,500     △42,749

13 委託料 　        626 025 中学校非構造部材耐震化事業                                △28,510

    工事監理委託料                                                 626

15 工事請負費      △29,136     新設改良工事請負費（国）                                  △29,136

 8 学校給食費 　    385,561      △42,028 　    343,533     △42,028

11 需用費      △18,676 010 給食運営事務費（中学校）                                  △42,028

    賄材料費                                                  △18,676

13 委託料      △23,352     事務業務委託料                                            △23,352

 4 幼稚園費 　    254,797 　          0 　    254,797        △204          204

 1 幼稚園費 　    254,797 　          0 　    254,797        △204          204

 5 社会教育費 　    825,306       △5,613 　    819,693        △150      △5,463

 1 社会教育総務費 　    132,140         △638 　    131,502        △638

13 委託料         △638 035 都市再生整備計画フォローアップ経費                           △638

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ５ 社会教育費

（項）  ３ 中学校費



（款）  ９ 教育費

＜概　要＞

    事務業務委託料                                               △638

11 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」費 　    199,999       △1,736 　    198,263      △1,736

13 委託料         △260 010 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」管理運営経費           △260

    事務業務委託料                                               △260

18 備品購入費       △1,476 013 施設維持管理費                                             △1,476

    庁用器具購入費                                             △1,476

13 文化財保護費 　     20,827         △299 　     20,528        △150        △149

 7 賃金         △299 018 飯盛城跡保存整備活用事業                                     △299

    臨時職員給                                                   △299

14 総合文化センター費 　     93,690       △1,569 　     92,121      △1,569

19 負担金補助及       △1,569 012 市民文化自主事業                                           △1,569

び交付金     その他団体補助金                                           △1,569

15 生涯学習センター・文化情報センター費 　     86,250       △1,371 　     84,879      △1,371

18 備品購入費       △1,371 010 生涯学習センター・文化情報センター管理運営経費             △1,371

    庁用器具購入費                                             △1,371

 7 保健体育費 　     83,741 　      1,618 　     85,359        △125        2,548        △805

 1 保健体育総務費 　     24,957 　        508 　     25,465        △125        2,548      △1,915

 1 報酬         △120 001 スポーツ推進委員報酬                                         △120

    非常勤職員報酬                                               △120

18 備品購入費         △586 026 スポーツ振興基金積立金                                       1,214

    その他積立金                                                 1,214

25 積立金 　      1,214 027 スポーツ振興基金運用経費                                     △586

    庁用器具購入費                                               △586

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ７ 保健体育費

（項）  ５ 社会教育費



（款）  ９ 教育費

 2 体育施設費 　     58,784 　      1,110 　     59,894        1,110

14 使用料及び賃 　      2,127 ＜概　要＞

借料 016 夜間照明施設管理経費                                       △1,017

    維持補修工事請負費                                         △1,017

15 工事請負費       △1,017 018 体育施設管理運営費                                           2,127

    使用料及び賃借料                                             2,127

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  ７ 保健体育費

（項）  ７ 保健体育費



（款）１０ 公債費

10 公債費 　  3,872,707      △11,006 　  3,861,701     △11,006款

 1 公債費 　  3,872,707      △11,006 　  3,861,701     △11,006

 2 利子 　    416,684      △11,006 　    405,678     △11,006

23 償還金利子及      △11,006 ＜概　要＞

び割引料 002 利子                                                      △11,006

    長期借入金利子及び割引料                                  △11,006

補正前の額 補　正　額 計款　　　項　　　目

区　　分 金　　額

節
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　　定　　　財　　　源

国府支出金 地　方　債 そ　の　他
一般財源

（単位：千円）

（項）  １ 公債費

（項）  １ 公債費


