
３　歳　出

（款）  １ 議会費

 1 議会費 　    331,376       △3,036 　    328,340         △44      △2,992款

 1 議会費 　    331,376       △3,036 　    328,340         △44      △2,992

 1 議会費 　    331,376       △3,036 　    328,340         △44      △2,992

 2 給料         △500 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                 △1,500

 4 共済費       △1,000     一般職給                                                     △500

    共済組合                                                   △1,000

11 需用費       △1,536 100 議会だより発行事業                                         △1,536

    印刷製本費                                                 △1,536

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 　  4,188,142 　    278,878 　  4,467,020     △26,974      215,341       90,511款

 1 総務管理費 　  3,318,447 　    312,771 　  3,631,218          850      215,341       96,580

 1 一般管理費 　  2,357,050 　     34,331 　  2,391,381        1,256        △173       33,248

 3 職員手当等 　     48,314 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                  57,314

 4 共済費 　      9,000     退職手当                                                    48,314

    共済組合                                                     9,000

13 委託料      △10,908 012 人事事務経費                                                   906

    その他負担金                                                   906

19 負担金補助及      △16,964 016 債権回収事務経費                                             △810

び交付金     事務業務委託料                                               △810

096 大東市公民連携基金積立金                                     7,544

25 積立金 　      4,889     その他積立金                                                 7,544

097 庁舎整備基金積立金                                         △1,961

    その他積立金                                               △1,961

098 退職手当基金積立金                                           △694

    退職手当基金積立金                                           △694

110 全世代地域市民会議運営事業                                △17,870

    その他団体補助金                                          △17,870

119 北条まちづくり推進事業                                    △10,098

    設計委託料（資産）                                         △6,704

    測量ボーリング委託料（資産）                               △3,394

 2 企画費 　    489,713 　    298,143 　    787,856      224,423       73,720

 7 賃金       △1,099 013 ふるさと納税事務費                                        △79,872

    臨時職員給                                                 △1,099

11 需用費      △78,009     消耗品費                                                  △78,009

    手数料（費用）                                               △764

12 役務費         △764 098 大東市ふるさと振興基金積立金                               401,322

    その他積立金                                               401,322

19 負担金補助及      △23,277 099 大東市魅力づくり基金積立金                                    △30

び交付金     その他積立金                                                  △30

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

25 積立金 　    401,292 ＜概　要＞

104 地域伝統文化継承および都市魅力向上事業                    △23,277

    その他団体補助金                                          △23,277

 3 広報費 　     30,046       △4,534 　     25,512        △406        1,042      △5,170

11 需用費       △4,534 103 広報だいとう発行事業                                       △4,534

    印刷製本費                                                 △4,534

 7 情報管理費 　    222,758       △5,218 　    217,540      △5,218

11 需用費       △2,011 011 情報システム管理経費                                       △5,218

    消耗品費                                                   △2,011

12 役務費       △3,207     通信運搬費（費用）                                         △2,416

    手数料（費用）                                               △791

 8 財政調整基金費 　      9,438       △8,673 　        765      △8,673

25 積立金       △8,673 099 財政調整基金積立金                                         △8,673

    財政調整基金積立金                                         △8,673

10 減債基金費 　      1,530       △1,278 　        252      △1,278

25 積立金       △1,278 099 減債基金積立金                                             △1,278

    その他積立金                                               △1,278

 2 徴税費 　    463,926       △6,069 　    457,857      △6,069

 2 賦課徴収費 　    140,489       △6,069 　    134,420      △6,069

13 委託料       △6,069 011 賦課徴収費（課税）                                         △6,069

    事務業務委託料                                             △6,069

 3 戸籍住民基本台帳費 　    286,436      △26,455 　    259,981     △26,455

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 　    286,436      △26,455 　    259,981     △26,455

19 負担金補助及      △26,455 ＜概　要＞

び交付金 014 社会保障・税番号制度関係諸経費                            △26,455

    その他負担金                                              △26,455

 4 選挙費 　     89,265       △1,369 　     87,896      △1,369

 8 衆議院議員総選挙並びに最高裁裁判官国民審査費 　     37,239       △1,369 　     35,870      △1,369

 3 職員手当等       △1,369 002 選挙事務手当                                               △1,369

    時間外勤務手当                                             △1,369

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）  ３ 民生費

 3 民生費 　 21,039,273      △68,892 　 20,970,381    △365,325    △103,200       54,221      345,412款

 1 民生管理費 　    175,745       △8,627 　    167,118          △1      △8,626

 1 民生総務費 　    124,406       △5,500 　    118,906      △5,500

 2 給料       △4,500 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                 △5,500

 4 共済費       △1,000     一般職給                                                   △4,500

    共済組合                                                   △1,000

 2 防犯対策費 　     51,339       △3,127 　     48,212          △1      △3,126

13 委託料       △2,440 099 大東市安全で安心なまちづくり基金積立金                         △1

    その他積立金                                                   △1

14 使用料及び賃         △686 101 安全・安心見守り事業                                       △3,126

借料     事務業務委託料                                             △2,440

    使用料及び賃借料                                             △686

25 積立金           △1

 2 社会福祉費 　  5,565,676 　    424,012 　  5,989,688     △62,726      △1,800       29,753      458,785

 1 社会福祉総務費 　  5,225,290 　    430,966 　  5,656,256     △61,997       24,665      468,298

 2 給料       △2,500 002 職員給与費                                                 △3,700

    一般職給                                                   △2,500

 4 共済費       △1,200     共済組合                                                   △1,200

098 国保特会繰出金                                             410,000

25 積立金 　     24,666     他会計繰出金                                               410,000

099 大東市福祉基金積立金                                        24,666

28 繰出金 　    410,000     その他積立金                                                24,666

 4 人権文化センター費 　    125,832       △2,460 　    123,372        1,518      △1,800      △2,178

15 工事請負費       △2,460 011 人権文化センター管理運営経費                               △2,460

    維持補修工事請負費（資産）                                 △2,460

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

 5 障害者医療助成費 　    167,659 　          0 　    167,659        5,088      △5,088

 6 療育訓練費 　      8,704       △4,494 　      4,210      △2,247      △2,247

19 負担金補助及       △4,494 ＜概　要＞

び交付金 100 重度障害者住宅改造事業                                     △4,494

    施設整備補助金                                             △4,494

 3 老人福祉費 　  3,341,049 　     10,786 　  3,351,835     △29,721        6,381       34,126

 1 老人福祉総務費 　  3,013,838 　     10,786 　  3,024,624     △29,721       40,507

 2 給料         △900 002 職員給与費                                                   △900

    一般職給                                                     △900

19 負担金補助及 　     15,876 097 後期高齢特会繰出金                                           3,887

び交付金     他会計繰出金                                                 3,887

098 介護特会繰出金                                             △8,077

28 繰出金       △4,190     他会計繰出金                                               △8,077

099 後期高齢者医療給付費負担金                                  47,586

    広域連合負担金                                              47,586

100 地域密着型サービス整備事業                                △31,710

    施設整備補助金                                            △31,710

 4 老人医療助成費 　    174,546 　          0 　    174,546        6,381      △6,381

 4 児童福祉費 　  9,352,372     △492,472 　  8,859,900    △272,434    △101,400        7,126    △125,764

 1 児童福祉総務費 　  3,697,271     △274,594 　  3,422,677    △207,328     △14,900        3,842     △56,208

 2 給料       △4,000 002 職員給与費                                                 △6,500

    一般職給                                                   △4,000

 4 共済費       △2,500     共済組合                                                   △2,500

011 児童福祉総務経費                                         △130,594

 8 報償費       △1,283     その他団体補助金                                          △10,199

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

13 委託料         △330 ＜概　要＞

    児童手当                                                  △72,930

19 負担金補助及     △150,663     児童扶養手当                                              △47,574

び交付金     国に対する償還金                                               109

099 大東市子ども基金積立金                                       3,842

20 扶助費     △120,504     その他積立金                                                 3,842

101 法人立保育所等整備費補助事業                             △139,464

23 償還金利子及 　        844     その他団体補助金                                           △1,242

び割引料     施設整備補助金                                           △138,222

103 児童虐待防止事業                                           △1,683

25 積立金 　      3,842     報償金                                                     △1,283

    事務業務委託料                                               △400

109 地域型保育推進事業                                              70

    事務業務委託料                                                  70

110 保育士宿舎借り上げ支援事業                                     735

    国に対する償還金                                               735

111 子ども食堂支援事業                                         △1,000

    その他団体補助金                                           △1,000

 2 児童措置費 　  3,741,300      △96,689 　  3,644,611     △75,174     △21,515

13 委託料      △47,718 012 施設型給付・地域型保育給付費                              △96,745

    施設入所措置費                                            △47,718

20 扶助費      △49,027     施設型給付費等                                            △49,027

014 保育施設補助経費                                                56

23 償還金利子及 　         56     国に対する償還金                                                56

び割引料

 4 児童福祉施設費 　  1,073,378     △117,189 　    956,189       10,068     △86,500      △1,399     △39,358

 2 給料       △4,400 002 職員給与費                                                 △8,400

    一般職給                                                   △4,400

 4 共済費       △4,000     共済組合                                                   △4,000

011 放課後児童クラブ管理運営経費                               △1,425

 7 賃金      △11,636     庁用器具購入費                                             △1,425

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

13 委託料       △3,950 ＜概　要＞

012 放課後児童クラブ維持補修費                                △95,728

15 工事請負費      △91,778     工事監理委託料                                             △3,950

    新設改良工事請負費（府）                                  △91,778

18 備品購入費       △1,425 013 公立保育所運営経費                                        △11,636

    臨時職員給                                                △11,636

 7 子ども発達支援センタ―費 　    268,125       △4,000 　    264,125      △4,000

 2 給料       △3,000 002 職員給与費                                                 △4,000

    一般職給                                                   △3,000

 4 共済費       △1,000     共済組合                                                   △1,000

 8 ひとり親家庭医療助成費 　    126,177 　          0 　    126,177        2,405      △2,405

 9 子ども医療助成費 　    389,122 　          0 　    389,122        2,278      △2,278

 5 生活保護費 　  2,604,431       △2,591 　  2,601,840        △444       10,962     △13,109

 1 生活保護総務費 　    146,561       △2,591 　    143,970        △444      △2,147

 2 給料         △500 002 職員給与費                                                 △2,000

    一般職給                                                     △500

 4 共済費       △1,500     共済組合                                                   △1,500

011 生活保護総務経費                                             △591

13 委託料         △591     事務業務委託料                                               △591

 2 扶助費 　  2,457,870 　          0 　  2,457,870       10,962     △10,962

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 　  3,015,526     △133,263 　  2,882,263      △1,026    △132,237款

 1 保健衛生費 　    672,678       △1,121 　    671,557      △1,026         △95

 2 予防費 　    556,342       △1,121 　    555,221      △1,026         △95

 7 賃金       △1,121 ＜概　要＞

107 こんにちは赤ちゃん事業                                     △1,121

    臨時職員給                                                 △1,121

 2 清掃費 　  2,062,697     △125,642 　  1,937,055    △125,642

 1 清掃総務費 　     82,779       △2,100 　     80,679      △2,100

 2 給料       △1,000 002 職員給与費                                                 △2,100

    一般職給                                                   △1,000

 4 共済費       △1,100     共済組合                                                   △1,100

 2 塵芥処理費 　  1,824,051     △112,047 　  1,712,004    △112,047

19 負担金補助及     △112,047 011 東大阪都市清掃施設組合運営経費                           △112,047

び交付金     一部事務組合負担金                                       △112,047

 3 し尿処理費 　    128,634       △9,526 　    119,108      △9,526

17 公有財産購入       △9,526 018 新田清掃センター跡地諸経費                                 △9,526

費     単・土地購入費                                             △9,526

 4 環境保全費 　     27,233       △1,969 　     25,264      △1,969

13 委託料       △1,969 100 環境美化推進事業                                           △1,969

    事務業務委託料                                             △1,969

 3 保健医療福祉センター費 　    278,855       △6,500 　    272,355      △6,500

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）  ３ 保健医療福祉センター費

（項）  １ 保健衛生費



（款）  ４ 衛生費

 1 保健医療福祉センター費 　    180,464       △6,500 　    173,964      △6,500

 2 給料       △2,500 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                 △6,500

 4 共済費       △4,000     一般職給                                                   △2,500

    共済組合                                                   △4,000

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 保健医療福祉センター費

（項）  ３ 保健医療福祉センター費



（款）  ５ 農林費

 5 農林費 　     42,108       △4,400 　     37,708      △4,400款

 1 農業費 　     42,108       △4,400 　     37,708      △4,400

 2 農業総務費 　     31,170       △4,400 　     26,770      △4,400

 2 給料       △2,400 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                 △4,400

 4 共済費       △2,000     一般職給                                                   △2,400

    共済組合                                                   △2,000

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）  １ 農業費

（項）  １ 農業費



（款）  ６ 商工費

 6 商工費 　    136,877 　     41,795 　    178,672        1,307          △3       40,491款

 1 商工費 　    136,877 　     41,795 　    178,672        1,307          △3       40,491

 1 商工総務費 　     32,253       △1,600 　     30,653      △1,600

 2 給料         △600 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                 △1,600

 4 共済費       △1,000     一般職給                                                     △600

    共済組合                                                   △1,000

 2 商工振興費 　    104,624 　     43,395 　    148,019        1,307          △3       42,091

 8 報償費       △2,000 014 大東市産業振興基金積立金                                    52,310

    その他積立金                                                52,310

19 負担金補助及       △6,915 103 住工調和事業                                               △6,915

び交付金     個人補助金                                                 △6,915

107 大東ビジネス創造センター事業                               △2,000

25 積立金 　     52,310     報償金                                                     △2,000

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）  １ 商工費

（項）  １ 商工費



（款）  ７ 土木費

 7 土木費 　  7,963,476     △919,902 　  7,043,574    △531,617    △546,400    △156,767      314,882款

 1 土木管理費 　  2,316,937      △22,589 　  2,294,348     △21,989        △600

 1 土木総務費 　  2,316,837      △22,589 　  2,294,248     △21,989        △600

 2 給料         △600 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                   △600

23 償還金利子及      △20,000     一般職給                                                     △600

び割引料 013 建築事務経費                                              △20,000

    その他償還金                                              △20,000

25 積立金       △1,989 098 大東市公共施設等整備保全基金積立金                         △1,237

    その他積立金                                               △1,237

099 市営住宅整備基金積立金                                       △752

    その他積立金                                                 △752

 2 道路橋りょう費 　  1,231,482     △217,752 　  1,013,730    △250,017     △22,600       54,865

 1 道路橋りょう総務費 　    148,376       △3,000 　    145,376      △3,000

 2 給料       △1,500 001 職員給与費                                                 △3,000

    一般職給                                                   △1,500

 4 共済費       △1,500     共済組合                                                   △1,500

 2 道路維持費 　    317,626 　          0 　    317,626     △26,672       11,200       15,472

 3 道路新設改良費 　    597,147     △210,770 　    386,377    △223,345     △33,800       46,375

13 委託料       △7,236 100 道路新設改良事業                                         △208,793

    設計委託料（資産）                                         △2,353

15 工事請負費     △176,272     測量ボ―リング委託料（費用）                               △1,504

    鑑定委託料                                                 △1,402

17 公有財産購入      △27,262     新設改良工事請負費（国）                                 △176,272

費     国・土地購入費                                            △27,262

101 北条踏切改良事業                                           △1,977

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

＜概　要＞

    事務業務委託料                                             △1,554

    鑑定委託料                                                   △423

 6 交通安全対策費 　     90,263       △2,957 　     87,306      △2,957

 1 報酬         △762 102 地域公共交通事業                                           △2,957

    非常勤職員報酬                                               △762

11 需用費         △992     施設修繕料（費用）                                           △992

    新設改良工事請負費（単）                                   △1,203

15 工事請負費       △1,203

 7 自転車対策費 　     78,070       △1,025 　     77,045      △1,025

13 委託料       △1,025 100 放置自転車対策事業                                         △1,025

    事務業務委託料                                             △1,025

 3 都市計画費 　  3,675,665     △605,537 　  3,070,128    △277,669    △424,100    △124,871      221,103

 1 都市計画総務費 　  2,368,893 　    113,306 　  2,482,199      113,306

 4 共済費       △1,000 002 職員給与費                                                 △1,000

    共済組合                                                   △1,000

19 負担金補助及      △33,457 098 下水道事業会計負担金補助及び出資金                         118,306

び交付金     その他負担金                                              △29,457

    出資金                                                     147,763

24 投資及び出資 　    147,763 100 空家等対策推進事業                                         △4,000

金     個人補助金                                                 △4,000

 3 緑化推進費 　    252,940      △81,364 　    171,576     △14,430     △82,100        △519       15,685

13 委託料       △1,091 099 大東市緑化基金積立金                                         △292

    その他積立金                                                 △292

15 工事請負費      △79,981 101 都市公園再整備事業                                        △81,072

    事務業務委託料                                             △1,091

25 積立金         △292     新設改良工事請負費（国）                                  △79,981

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

 5 深野北谷川線新設費 　     11,085       △6,926 　      4,159      △4,425      △2,000        △501

13 委託料       △6,926 ＜概　要＞

100 深野北谷川線新設事業                                       △6,926

    設計委託料（資産）                                         △6,426

    設計委託料（費用）                                           △500

22 中垣内浜公園新設費 　    110,152      △17,427 　     92,725     △18,000     △23,500       24,073

15 工事請負費      △17,427 100 中垣内浜公園新設事業                                      △17,427

    新設改良工事請負費（国）                                  △17,427

23 野崎駅・四条畷駅周辺整備費 　    765,745     △613,126 　    152,619    △240,814    △316,500    △124,352       68,540

13 委託料      △29,228 100 野崎駅・四条畷駅周辺整備事業                             △613,126

    事務業務委託料                                            △22,354

15 工事請負費       △8,949     設計委託料（資産）                                         △1,800

    鑑定委託料                                                 △5,074

17 公有財産購入     △100,167     新設改良工事請負費（国）                                   △8,949

費     国・土地購入費                                           △100,167

    建設負担金                                               △342,460

19 負担金補助及     △342,460     国・建設事業補償金                                       △132,322

び交付金

22 補償補填及び     △132,322

賠償金

 4 住宅費 　    174,064      △12,707 　    161,357      △1,300      △9,907      △1,500

 1 住宅管理費 　    174,064      △12,707 　    161,357      △1,300      △9,907      △1,500

 2 給料       △1,000 002 職員給与費                                                 △1,500

    一般職給                                                   △1,000

 4 共済費         △500     共済組合                                                     △500

011 住宅管理経費（住宅管理）                                  △11,207

 8 報償費       △3,508     報償金                                                     △3,508

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 住宅費

（項）  ３ 都市計画費



（款）  ７ 土木費

13 委託料       △5,350 ＜概　要＞

    事務業務委託料                                             △3,928

15 工事請負費       △2,349     施設管理委託料                                             △1,422

    維持補修工事請負費（資産）                                 △2,349

 5 河川費 　    565,328      △61,317 　    504,011      △3,931     △98,400       41,014

 3 都市浸水対策費 　    187,757      △32,009 　    155,748      △3,931     △39,200       11,122

13 委託料       △2,816 100 都市浸水対策事業                                          △32,009

    設計委託料（資産）                                         △2,816

15 工事請負費      △29,193     新設改良工事請負費（国）                                  △29,193

 5 河川改修費 　    216,975      △29,308 　    187,667     △59,200       29,892

13 委託料      △12,000 100 水路整備事業                                              △29,308

    設計委託料（資産）                                        △12,000

22 補償補填及び      △17,308     単・建設事業補償金                                         △4,611

賠償金     その他補償金                                              △12,697

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）  ４ 住宅費



（款）  ８ 消防費

 8 消防費 　  1,299,473      △15,196 　  1,284,277        1,099     △16,295款

 1 消防費 　  1,299,473      △15,196 　  1,284,277        1,099     △16,295

 1 常備消防費 　  1,175,134      △11,258 　  1,163,876     △11,258

19 負担金補助及      △11,258 ＜概　要＞

び交付金 011 大東四條畷消防組合運営費                                  △11,258

    一部事務組合負担金                                        △11,258

 2 非常備消防費 　     47,852 　      1,758 　     49,610        1,758

 8 報償費 　      1,758 011 非常備消防経費                                               1,758

    報償金                                                       1,758

 4 災害対策費 　     47,747       △5,696 　     42,051        △659      △5,037

13 委託料         △725 099 大東市災害対策基金積立金                                     △659

    その他積立金                                                 △659

19 負担金補助及       △4,312 101 防災対策事業                                               △1,487

び交付金     事務業務委託料                                               △725

    その他負担金                                                 △762

25 積立金         △659 102 自主防災組織育成事業                                       △3,550

    その他団体補助金                                             △550

    施設整備補助金                                             △3,000

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）  １ 消防費

（項）  １ 消防費



（款）  ９ 教育費

 9 教育費 　  5,290,568      △90,249 　  5,200,319      △2,102     △77,900     △23,840       13,593款

 1 教育総務費 　  2,066,056       △7,462 　  2,058,594          216        △552      △7,126

 1 教育委員会総務費 　  2,066,056       △7,462 　  2,058,594          216        △552      △7,126

 2 給料       △1,800 ＜概　要＞

003 職員給与費                                                 △5,800

 4 共済費       △4,000     一般職給                                                   △1,800

    共済組合                                                   △4,000

 7 賃金       △1,110 011 教育委員会総務経費（教育政策）                             △1,110

    臨時職員給                                                 △1,110

25 積立金         △552 099 大東市教育文化基金積立金                                     △552

    その他積立金                                                 △552

 2 小学校費 　  1,091,610 　          0 　  1,091,610        △210      △9,114        9,324

 3 教育指導費 　     74,848 　          0 　     74,848        △210          210

 5 学校給食費 　    540,285 　          0 　    540,285      △9,114        9,114

 3 中学校費 　    818,285      △66,359 　    751,926        △693     △22,700     △14,092     △28,874

 1 学校管理費 　    274,072       △6,767 　    267,305     △22,700       15,933

13 委託料       △6,767 012 中学校管理経費（学校管理）                                 △6,767

    施設管理委託料                                             △1,192

    工事監理委託料                                             △5,575

 2 教育振興費 　     72,511         △595 　     71,916        △595

18 備品購入費         △595 011 中学校教育振興経費                                           △595

    教材購入費                                                   △595

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 中学校費

（項）  １ 教育総務費



（款）  ９ 教育費

 3 教育指導費 　     67,355 　          0 　     67,355        △693          693

 8 学校給食費 　    402,540      △58,997 　    343,543     △13,497     △45,500

11 需用費      △18,432 ＜概　要＞

011 中学校給食運営経費                                        △58,997

13 委託料      △40,565     賄材料費                                                  △18,432

    事務業務委託料                                            △40,565

 4 幼稚園費 　    248,261       △5,300 　    242,961      △5,300

 1 幼稚園費 　    248,261       △5,300 　    242,961      △5,300

 2 給料       △3,400 002 職員給与費                                                 △5,300

    一般職給                                                   △3,400

 4 共済費       △1,900     共済組合                                                   △1,900

 5 社会教育費 　    846,998      △12,637 　    834,361      △1,270     △11,367

 1 社会教育総務費 　    159,841       △2,232 　    157,609      △2,232

 2 給料       △2,000 002 職員給与費                                                 △2,000

    一般職給                                                   △2,000

13 委託料         △232 013 公共施設予約システム管理経費                                 △232

    事務業務委託料                                               △232

 5 青少年教育センタ―費 　    113,634       △1,000 　    112,634      △1,000

 4 共済費       △1,000 002 職員給与費                                                 △1,000

    共済組合                                                   △1,000

 6 人権教育費 　     55,264       △2,400 　     52,864          507      △2,907

 2 給料         △400 002 職員給与費                                                 △2,400

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

 4 共済費       △2,000 ＜概　要＞

    一般職給                                                     △400

    共済組合                                                   △2,000

11 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」費 　    207,103         △760 　    206,343        △760

18 備品購入費         △760 011 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」管理運営経費           △760

    庁用器具購入費                                               △760

13 文化財保護費 　     17,092       △3,553 　     13,539      △1,777      △1,776

13 委託料       △3,553 101 飯盛城跡保存整備活用事業                                   △3,553

    事務業務委託料                                             △3,553

14 総合文化センター費 　    109,107       △1,645 　    107,462      △1,645

15 工事請負費         △919 011 総合文化センター管理運営経費                                 △919

    維持補修工事請負費（資産）                                   △919

19 負担金補助及         △726 100 市民文化自主事業                                             △726

び交付金     その他団体補助金                                             △726

15 生涯学習センター・文化情報センター費 　     81,556       △1,047 　     80,509      △1,047

13 委託料       △1,047 011 生涯学習センター・文化情報センター管理運営経費             △1,047

    事務業務委託料                                             △1,047

 7 保健体育費 　    219,358 　      1,509 　    220,867        △145     △55,200         △82       56,936

 1 保健体育総務費 　     19,229         △616 　     18,613        △145         △82        △389

 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         △414 011 スポーツ振興基金運用経費                                     △414

    庁用器具購入費                                               △414

25 積立金          △82 099 スポーツ振興基金積立金                                        △82

    その他積立金                                                  △82

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 　    200,129 　      2,125 　    202,254     △55,200       57,325

14 使用料及び賃 　      2,125 ＜概　要＞

借料 011 体育施設管理運営経費                                         2,125

    使用料及び賃借料                                             2,125

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


