
３　歳　出

（款）  １ 議会費

 1 議会費 　    328,416       △1,430 　    326,986         △40      △1,390款

 1 議会費 　    328,416       △1,430 　    326,986         △40      △1,390

 1 議会費 　    328,416       △1,430 　    326,986         △40      △1,390

11 需用費       △1,430 ＜概　要＞

100 議会だより発行事業                                         △1,430

    印刷製本費                                                 △1,430

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 　  4,604,505 　    632,242 　  5,236,747        △368     △12,400     △20,888      665,898款

 1 総務管理費 　  3,733,379 　    635,242 　  4,368,621        △368     △12,400     △18,888      666,898

 1 一般管理費 　  2,391,291     △137,470 　  2,253,821     △12,400     △12,315    △112,755

 3 職員手当等 　     55,000 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                  55,000

13 委託料      △82,017     退職手当                                                    55,000

013 契約事務経費                                                 △500

15 工事請負費       △1,221     事務業務委託料                                               △500

014 財政事務経費                                              △36,293

19 負担金補助及       △9,243     事務業務委託料                                            △36,293

び交付金 096 大東市公民連携基金積立金                                       130

    その他積立金                                                   130

22 補償補填及び      △91,592 097 庁舎整備基金積立金                                           △360

賠償金     その他積立金                                                 △360

098 退職手当基金積立金                                              33

23 償還金利子及       △2,000     退職手当基金積立金                                              33

び割引料 107 地域活動補助事業                                             △500

    その他団体補助金                                             △500

25 積立金       △6,397 110 全世代地域市民会議運営事業                                 △8,743

    その他団体補助金                                           △8,743

116 男女共同参画推進事業                                       △1,018

    事務業務委託料                                             △1,018

118 公民連携総合調整事業                                       △8,344

    事務業務委託料                                             △8,344

119 北条まちづくり推進事業                                   △126,323

    事務業務委託料                                             △2,310

    設計委託料（資産）                                        △30,825

    鑑定委託料                                                 △1,596

    単・建設事業補償金                                        △32,592

    その他補償金                                              △59,000

120 深野北小学校跡地活用事業                                  △10,552

    設計委託料（資産）                                         △1,131

    除却工事請負費                                             △1,221

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

＜概　要＞

    国に対する償還金                                           △2,000

    その他積立金                                               △6,200

 2 企画費 　    404,368 　    344,246 　    748,614         △81      344,327

19 負担金補助及       △1,865 098 大東市ふるさと振興基金積立金                               346,111

び交付金     その他積立金                                               346,111

104 地域伝統文化継承および都市魅力向上事業                     △1,865

25 積立金 　    346,111     その他団体補助金                                           △1,865

 3 広報費 　     30,314 　          0 　     30,314        △368          368

 5 財産管理費 　    150,069 　          0 　    150,069      △5,400        5,400

 7 情報管理費 　    208,991      △13,100 　    195,891     △13,100

11 需用費         △513 011 情報システム管理経費                                      △13,100

    物品修繕料                                                   △513

13 委託料      △10,384     事務業務委託料                                            △10,384

    リース料（資産）                                           △2,203

14 使用料及び賃       △2,203

借料

 8 財政調整基金費 　    180,814 　    441,521 　    622,335      △1,137      442,658

25 積立金 　    441,521 099 財政調整基金積立金                                         441,521

    財政調整基金積立金                                         441,521

10 減債基金費 　    330,365 　         45 　    330,410           45

25 積立金 　         45 099 減債基金積立金                                                  45

    その他積立金                                                    45

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

 2 徴税費 　    460,160       △1,000 　    459,160      △1,000

 2 賦課徴収費 　    123,593       △1,000 　    122,593      △1,000

13 委託料       △1,000 ＜概　要＞

011 賦課徴収費（課税）                                         △1,000

    事務業務委託料                                             △1,000

 3 戸籍住民基本台帳費 　    281,731       △2,000 　    279,731      △2,000

 1 戸籍住民基本台帳費 　    281,731       △2,000 　    279,731      △2,000

12 役務費       △2,000 015 証明書コンビニ交付関係諸経費                               △2,000

    手数料（費用）                                             △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）  ３ 戸籍住民基本台帳費

（項）  ２ 徴税費



（款）  ３ 民生費

 3 民生費 　 20,579,251     △500,158 　 20,079,093    △443,591      △6,600        4,635     △54,602款

 1 民生管理費 　    134,425       △4,465 　    129,960      △1,369      △3,096

 1 民生総務費 　    109,102       △4,465 　    104,637      △1,369      △3,096

 2 給料       △2,400 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                 △3,400

 3 職員手当等         △600     一般職給                                                   △2,400

    期末手当                                                     △600

 4 共済費         △400     共済組合                                                     △400

100 消費生活支援事業                                           △1,065

13 委託料       △1,065     事務業務委託料                                             △1,065

 2 社会福祉費 　  5,288,939      △11,390 　  5,277,549     △93,949        4,362       78,197

 1 社会福祉総務費 　  4,937,379       △9,890 　  4,927,489     △93,127        △899       84,136

 2 給料       △3,000 002 職員給与費                                                 △3,600

    一般職給                                                   △3,000

 4 共済費         △600     共済組合                                                     △600

098 国保特会繰出金                                             △5,391

25 積立金         △899     他会計繰出金                                               △5,391

099 大東市福祉基金積立金                                         △899

28 繰出金       △5,391     その他積立金                                                 △899

 2 国民年金費 　     33,346       △1,500 　     31,846      △1,500

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

    一般職給                                                   △1,500

 4 人権文化センター費 　     95,317 　          0 　     95,317        △822          822

 5 障害者医療助成費 　    215,956 　          0 　    215,956        5,261      △5,261

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

 3 老人福祉費 　  3,440,474      △80,080 　  3,360,394     △56,928        1,030        1,706     △25,888

 1 老人福祉総務費 　  3,150,381      △80,080 　  3,070,301     △56,928        1,030      △1,034     △23,148

 2 給料         △800 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                   △800

19 負担金補助及      △56,229     一般職給                                                     △800

び交付金 012 老人福祉総務経費（高齢支援）                              △14,088

    老人保護措置費                                            △14,088

20 扶助費      △14,088 097 後期高齢特会繰出金                                         △1,335

    他会計繰出金                                               △1,335

28 繰出金       △8,963 098 介護特会繰出金                                             △7,628

    他会計繰出金                                               △7,628

100 地域密着型サービス整備事業                                △56,229

    施設整備補助金                                            △56,229

 4 老人医療助成費 　    127,620 　          0 　    127,620        2,740      △2,740

 4 児童福祉費 　  9,133,345     △404,223 　  8,729,122    △291,345      △7,630     △24,170     △81,078

 1 児童福祉総務費 　  3,642,972     △263,817 　  3,379,155    △208,042     △23,700          △1     △32,074

 2 給料       △3,900 002 職員給与費                                                 △6,000

    一般職給                                                   △3,900

 3 職員手当等       △2,100     地域手当                                                     △500

    期末手当                                                   △1,000

 7 賃金       △2,400     勤勉手当                                                     △600

011 児童福祉総務経費                                         △119,391

19 負担金補助及     △136,025     児童手当                                                  △68,040

び交付金     児童扶養手当                                              △51,351

099 大東市子ども基金積立金                                         △1

20 扶助費     △119,391     その他積立金                                                   △1

100 子育て支援事業                                             △2,000

25 積立金           △1     個人補助金                                                 △2,000

101 法人立保育所等整備費補助事業                             △130,665

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）  ３ 老人福祉費



（款）  ３ 民生費

＜概　要＞

    施設整備補助金                                           △130,665

110 保育士宿舎借り上げ支援事業                                 △1,348

    その他団体補助金                                           △1,348

111 子ども食堂支援事業                                         △2,012

    その他団体補助金                                           △2,012

113 子育て世代包括支援センター事業（子ども）                   △2,400

    臨時職員給                                                 △2,400

 2 児童措置費 　  3,820,376     △120,864 　  3,699,512     △80,974     △39,890

13 委託料      △16,603 012 施設型給付・地域型保育給付費                              △96,583

    施設入所措置費                                            △16,603

20 扶助費     △104,261     施設型給付費等                                            △79,980

013 障害児通所給付費                                          △24,281

    障害児通所給付費                                          △24,281

 3 母子福祉費 　     11,870       △3,106 　      8,764      △2,329        △777

19 負担金補助及       △3,106 011 母子福祉経費                                               △3,106

び交付金     個人補助金                                                 △3,106

 4 児童福祉施設費 　    844,371      △12,052 　    832,319       13,430     △16,374      △9,108

 2 給料       △4,900 002 職員給与費                                                 △8,400

    一般職給                                                   △4,900

 3 職員手当等       △2,100     地域手当                                                     △800

    勤勉手当                                                   △1,300

 4 共済費       △1,400     共済組合                                                   △1,400

013 公立保育所運営経費                                         △3,652

 7 賃金       △3,000     臨時職員給                                                 △3,000

    施設修繕料（資産）                                           △652

11 需用費         △652

 6 児童センタ―費 　      7,404 　          0 　      7,404      △5,970        5,970

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

 7 子ども発達支援センタ―費 　    252,547       △4,384 　    248,163      △4,384

 1 報酬       △3,200 ＜概　要＞

001 非常勤職員報酬（子ども発達支援センター）                   △3,200

 2 給料         △500     非常勤職員報酬                                             △3,200

002 職員給与費                                                   △500

18 備品購入費         △684     一般職給                                                     △500

011 子ども発達支援センタ―経費                                   △684

    機械器具購入費                                               △684

 8 ひとり親家庭医療助成費 　    117,778 　          0 　    117,778        1,892      △1,892

 9 子ども医療助成費 　    387,439 　          0 　    387,439        1,789      △1,789

10 子育て支援センター費 　     48,588 　          0 　     48,588        2,640      △5,506        2,866

 5 生活保護費 　  2,582,068 　          0 　  2,582,068       22,737     △22,737

 2 扶助費 　  2,398,890 　          0 　  2,398,890       22,737     △22,737

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 　  2,952,306      △67,611 　  2,884,695      △6,116        3,700      △8,426     △56,769款

 1 保健衛生費 　    719,087      △15,922 　    703,165      △6,116      △9,806

 2 予防費 　    590,034       △9,352 　    580,682      △6,116      △3,236

 1 報酬         △295 ＜概　要＞

016 市民健康管理経費                                           △1,100

 7 賃金       △2,973     検診委託料                                                 △1,100

108 子育て世代包括支援センター事業（地域保健）                 △2,973

13 委託料       △6,084     臨時職員給                                                 △2,973

109 妊娠・出産包括支援事業                                     △1,907

    事務業務委託料                                             △1,907

110 地域自殺対策事業                                           △3,372

    非常勤職員報酬                                               △295

    事務業務委託料                                             △3,077

 4 公害対策費 　     83,866       △2,500 　     81,366      △2,500

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

    一般職給                                                     △500

 3 職員手当等       △1,300     期末手当                                                     △600

    勤勉手当                                                     △700

 4 共済費         △700     共済組合                                                     △700

 6 公衆浴場費 　     14,991       △4,070 　     10,921      △4,070

13 委託料       △4,070 011 菊水温泉管理運営経費                                       △4,070

    事務業務委託料                                             △4,070

 2 清掃費 　  1,985,861      △36,443 　  1,949,418     △36,443

 1 清掃総務費 　     69,362       △4,900 　     64,462      △4,900

 2 給料       △2,800 002 職員給与費                                                 △4,900

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）  ２ 清掃費

（項）  １ 保健衛生費



（款）  ４ 衛生費

 3 職員手当等       △1,400 ＜概　要＞

    一般職給                                                   △2,800

 4 共済費         △700     地域手当                                                     △400

    期末手当                                                     △500

    勤勉手当                                                     △500

    共済組合                                                     △700

 2 塵芥処理費 　  1,757,997      △31,543 　  1,726,454     △31,543

19 負担金補助及      △31,543 011 東大阪都市清掃施設組合運営経費                            △31,543

び交付金     一部事務組合負担金                                        △31,543

 3 保健医療福祉センター費 　    245,946      △15,246 　    230,700        3,700      △8,426     △10,520

 1 保健医療福祉センター費 　    211,931      △15,246 　    196,685        3,700      △8,426     △10,520

 2 給料       △5,700 002 職員給与費                                                △11,500

    一般職給                                                   △5,700

 3 職員手当等       △4,200     地域手当                                                   △1,100

    期末手当                                                   △1,600

 4 共済費       △1,600     勤勉手当                                                   △1,500

    共済組合                                                   △1,600

11 需用費       △3,746 011 保健医療福祉センター維持管理経費                           △3,746

    施設修繕料（資産）                                         △3,746

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）  ２ 清掃費



（款）  ５ 農林費

 5 農林費 　     38,850       △3,900 　     34,950      △3,900款

 1 農業費 　     38,850       △3,900 　     34,950      △3,900

 2 農業総務費 　     27,119       △3,900 　     23,219      △3,900

 2 給料       △1,900 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                 △3,900

 3 職員手当等       △1,000     一般職給                                                   △1,900

    期末手当                                                     △500

 4 共済費       △1,000     勤勉手当                                                     △500

    共済組合                                                   △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）  １ 農業費

（項）  １ 農業費



（款）  ６ 商工費

 6 商工費 　    129,661       △7,239 　    122,422      △1,081        △205      △5,953款

 1 商工費 　    129,661       △7,239 　    122,422      △1,081        △205      △5,953

 1 商工総務費 　     30,010         △500 　     29,510        △500

 3 職員手当等         △500 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                   △500

    期末手当                                                     △500

 2 商工振興費 　     99,651       △6,739 　     92,912      △1,081        △205      △5,453

13 委託料       △2,716 013 野崎まいり公園管理経費                                     △1,328

    その他委託料                                               △1,328

19 負担金補助及       △4,012 014 大東市産業振興基金積立金                                      △11

び交付金     その他積立金                                                  △11

103 企業立地促進事業                                           △3,359

25 積立金          △11     個人補助金                                                 △3,359

107 大東ビジネス創造センター事業                               △1,388

    事務業務委託料                                             △1,388

110 未来人材奨学金返還支援事業                                   △653

    個人補助金                                                   △653

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 　  6,795,372   △1,357,187 　  5,438,185    △544,614    △685,600     △30,335     △96,638款

 1 土木管理費 　     77,396      △20,972 　     56,424     △20,972

 1 土木総務費 　     77,296      △20,972 　     56,324     △20,972

23 償還金利子及      △20,000 ＜概　要＞

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         △972 098 大東市公共施設等整備保全基金積立金                           △724

    その他積立金                                                 △724

099 市営住宅整備基金積立金                                       △248

    その他積立金                                                 △248

 2 道路橋りょう費 　  1,047,778     △245,484 　    802,294    △145,678     △80,900     △18,906

 1 道路橋りょう総務費 　    136,242       △2,700 　    133,542      △2,700

 2 給料       △1,400 001 職員給与費                                                 △2,700

    一般職給                                                   △1,400

 3 職員手当等         △900     地域手当                                                     △400

    期末手当                                                     △500

 4 共済費         △400     共済組合                                                     △400

 2 道路維持費 　    447,886      △48,796 　    399,090     △29,701     △28,300        9,205

13 委託料      △17,869 100 橋梁長寿命化等修繕事業                                    △48,796

    事務業務委託料                                             △6,953

15 工事請負費      △30,927     設計委託料（費用）                                        △10,916

    新設改良工事請負費（国）                                  △30,927

 3 道路新設改良費 　    271,065     △174,140 　     96,925    △115,977     △52,600      △5,563

13 委託料      △12,153 100 道路新設改良事業                                         △170,284

    事務業務委託料                                             △1,494

15 工事請負費     △161,987     設計委託料（資産）                                         △5,815

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＞

    鑑定委託料                                                   △988

    新設改良工事請負費（国）                                 △161,987

101 北条踏切改良事業                                           △3,856

    事務業務委託料                                             △3,084

    鑑定委託料                                                   △772

 6 交通安全対策費 　     97,328      △10,556 　     86,772     △10,556

 1 報酬         △535 102 地域公共交通事業                                          △10,556

    非常勤職員報酬                                               △535

15 工事請負費       △2,619     新設改良工事請負費（単）                                   △2,619

    その他負担金                                               △7,402

19 負担金補助及       △7,402

び交付金

 7 自転車対策費 　     95,257       △9,292 　     85,965      △9,292

13 委託料       △1,497 011 自転車対策経費                                             △7,795

    庁用器具購入費                                             △7,795

18 備品購入費       △7,795 100 放置自転車対策事業                                         △1,497

    事務業務委託料                                             △1,497

 3 都市計画費 　  4,825,482   △1,086,024 　  3,739,458    △398,936    △559,700      △9,363    △118,025

 1 都市計画総務費 　  2,325,077      △38,959 　  2,286,118      △2,843     △36,116

 2 給料         △500 002 職員給与費                                                   △500

    一般職給                                                     △500

13 委託料       △3,459 011 都市計画総務経費（都市政策）                               △1,310

    事務業務委託料                                             △1,310

19 負担金補助及      △35,000 100 空家等対策推進事業                                         △4,149

び交付金     事務業務委託料                                             △2,149

    その他団体補助金                                           △2,000

104 既存民間建築物耐震診断・改修補助事業                      △33,000

    個人補助金                                                △33,000

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 都市計画費

（項）  ２ 道路橋りょう費



（款）  ７ 土木費

 2 公園管理費 　    181,718 　          0 　    181,718        6,500      △8,841        2,341

 3 緑化推進費 　    675,242     △215,599 　    459,643     △23,309    △185,300        △522      △6,468

15 工事請負費     △215,681 ＜概　要＞

099 大東市緑化基金積立金                                            82

25 積立金 　         82     その他積立金                                                    82

101 都市公園再整備事業                                       △215,681

    新設改良工事請負費（国）                                  △65,681

    新設改良工事請負費（単）                                 △150,000

 5 深野北谷川線新設費 　     61,375      △19,435 　     41,940     △26,041        3,700        2,906

13 委託料      △17,873 100 深野北谷川線新設事業                                      △19,435

    設計委託料（資産）                                        △14,266

17 公有財産購入       △1,562     鑑定委託料                                                 △3,607

費     国・土地購入費                                             △1,562

22 中垣内浜公園新設費 　    168,485       △4,769 　    163,716     △34,407     △17,700       47,338

17 公有財産購入       △2,918 100 中垣内浜公園新設事業                                       △4,769

費     国・土地購入費                                             △2,918

    その他負担金                                               △1,851

19 負担金補助及       △1,851

び交付金

23 野崎駅・四条畷駅周辺整備費 　  1,413,585     △807,262 　    606,323    △312,336    △366,900    △128,026

12 役務費         △480 100 野崎駅・四条畷駅周辺整備事業                             △807,262

    手数料（費用）                                               △480

13 委託料      △24,430     事務業務委託料                                             △6,791

    設計委託料（資産）                                        △11,385

15 工事請負費      △53,526     工事監理委託料                                               △519

    鑑定委託料                                                 △5,735

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）  ３ 都市計画費



（款）  ７ 土木費

17 公有財産購入     △138,380 ＜概　要＞

費     新設改良工事請負費（単）                                  △53,526

    国・土地購入費                                           △138,380

19 負担金補助及     △270,950     建設負担金                                               △270,950

び交付金     国・建設事業補償金                                       △319,496

22 補償補填及び     △319,496

賠償金

 4 住宅費 　    251,042       △2,301 　    248,741     △11,500        9,199

 1 住宅管理費 　    251,042       △2,301 　    248,741     △11,500        9,199

13 委託料       △2,301 013 住宅管理経費（既存市営住宅）                               △2,301

    事務業務委託料                                               △557

    施設管理委託料                                               △713

    設計委託料（資産）                                         △1,031

 5 河川費 　    593,674       △2,406 　    591,268     △33,500       31,094

 3 都市浸水対策費 　    179,800         △906 　    178,894     △17,000       16,094

13 委託料         △906 011 都市浸水対策経費                                             △906

    事務業務委託料                                               △906

 5 河川改修費 　    285,070       △1,500 　    283,570     △16,500       15,000

13 委託料       △1,500 100 水路整備事業                                               △1,500

    設計委託料（資産）                                         △1,500

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）  ５ 河川費

（項）  ３ 都市計画費



（款）  ８ 消防費

 8 消防費 　  1,319,596      △15,830 　  1,303,766      △6,423      △9,407款

 1 消防費 　  1,319,596      △15,830 　  1,303,766      △6,423      △9,407

 1 常備消防費 　  1,193,426       △7,197 　  1,186,229      △7,197

19 負担金補助及       △7,197 ＜概　要＞

び交付金 011 大東四條畷消防組合運営費                                   △7,197

    一部事務組合負担金                                         △7,197

 2 非常備消防費 　     51,406       △4,293 　     47,113      △4,293

 8 報償費       △3,293 011 非常備消防経費                                             △4,293

    報償金                                                     △3,293

18 備品購入費       △1,000     機械器具購入費                                             △1,000

 4 災害対策費 　     44,903       △4,340 　     40,563      △2,130      △2,210

13 委託料         △610 099 大東市災害対策基金積立金                                     △130

    その他積立金                                                 △130

19 負担金補助及       △3,600 101 防災対策事業                                                 △610

び交付金     事務業務委託料                                               △610

102 自主防災組織育成事業                                       △3,600

25 積立金         △130     その他団体補助金                                           △2,600

    施設整備補助金                                             △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）  １ 消防費

（項）  １ 消防費



（款）  ９ 教育費

 9 教育費 　  4,727,512     △311,107 　  4,416,405       78,590      255,200    △376,630    △268,267款

 1 教育総務費 　    916,409       △8,249 　    908,160        △426      △7,823

 1 教育委員会総務費 　    916,409       △8,249 　    908,160        △426      △7,823

 1 報酬         △672 ＜概　要＞

003 職員給与費                                                   △600

 2 給料         △600     一般職給                                                     △600

011 教育委員会総務経費（教育政策）                             △6,672

 9 旅費         △900     非常勤職員報酬                                               △672

    費用弁償                                                     △900

13 委託料       △5,100     事務業務委託料                                             △5,100

098 大東市学校施設整備基金積立金                                 △327

19 負担金補助及         △551     その他積立金                                                 △327

び交付金 099 大東市教育文化基金積立金                                      △99

    その他積立金                                                  △99

25 積立金         △426 101 英語教育推進事業                                             △551

    その他負担金                                                 △551

 2 小学校費 　  1,619,173      △93,106 　  1,526,067       28,977       89,400    △141,122     △70,361

 1 学校管理費 　    892,816      △91,524 　    801,292       28,977       89,400    △139,969     △69,932

13 委託料      △20,306 012 小学校管理経費（学校管理）                                △91,524

    設計委託料（資産）                                        △17,451

15 工事請負費      △71,218     工事監理委託料                                             △2,855

    維持補修工事請負費（資産）                                △71,218

 5 学校給食費 　    538,679       △1,582 　    537,097      △1,153        △429

11 需用費       △1,582 011 小学校給食運営経費                                         △1,582

    賄材料費                                                   △1,582

 3 中学校費 　  1,045,671     △191,430 　    854,241       49,745      165,800    △235,071    △171,904

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

 1 学校管理費 　    531,527     △153,584 　    377,943       49,745      165,800    △231,753    △137,376

 2 給料         △400 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                   △400

13 委託料      △21,290     一般職給                                                     △400

012 中学校管理経費（学校管理）                               △153,184

15 工事請負費     △131,894     設計委託料（資産）                                        △13,523

    工事監理委託料                                             △7,767

    維持補修工事請負費（資産）                               △124,822

    新設改良工事請負費（単）                                   △7,072

 8 学校給食費 　    374,771      △37,846 　    336,925      △3,318     △34,528

 7 賃金       △1,860 011 中学校給食運営経費                                        △37,846

    臨時職員給                                                 △1,860

11 需用費       △4,749     賄材料費                                                   △4,749

    事務業務委託料                                            △31,237

13 委託料      △31,237

 4 幼稚園費 　    240,953      △15,818 　    225,135     △15,818

 1 幼稚園費 　    240,953      △15,818 　    225,135     △15,818

 2 給料       △1,800 002 職員給与費                                                 △2,900

    一般職給                                                   △1,800

 3 職員手当等         △500     期末手当                                                     △500

    共済組合                                                     △600

 4 共済費         △600 012 幼稚園経費（子ども）                                      △12,918

    事務業務委託料                                               △918

13 委託料         △918     個人補助金                                                △12,000

19 負担金補助及      △12,000

び交付金

 5 社会教育費 　    837,300       △3,456 　    833,844      △3,456

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

 1 社会教育総務費 　    146,903         △400 　    146,503        △400

 2 給料         △400 ＜概　要＞

002 職員給与費                                                   △400

    一般職給                                                     △400

11 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」費 　    220,168       △1,288 　    218,880      △1,288

13 委託料         △505 011 図書館及び生涯学習ルーム「まなび南郷」管理運営経費         △1,288

    事務業務委託料                                               △505

14 使用料及び賃         △783     使用料及び賃借料                                             △783

借料

13 文化財保護費 　     12,833         △880 　     11,953        △880

13 委託料         △880 101 飯盛城跡保存整備活用事業                                     △880

    事務業務委託料                                               △880

14 総合文化センター費 　    120,271         △888 　    119,383        △888

19 負担金補助及         △888 100 市民文化自主事業                                             △888

び交付金     その他団体補助金                                             △888

 7 保健体育費 　     68,006 　        952 　     68,958        △132         △11        1,095

 1 保健体育総務費 　     20,042         △596 　     19,446        △132         △11        △453

 1 報酬         △585 001 スポーツ推進委員報酬                                         △585

    非常勤職員報酬                                               △585

25 積立金          △11 099 スポーツ振興基金積立金                                        △11

    その他積立金                                                  △11

 2 体育施設費 　     47,964 　      1,548 　     49,512        1,548

13 委託料         △577 011 体育施設管理運営経費                                         1,548

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

14 使用料及び賃 　      2,125 ＜概　要＞

借料     設計委託料（資産）                                           △577

    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



（款）１０ 公債費

10 公債費 　  3,814,595      △21,725 　  3,792,870     △21,725款

 1 公債費 　  3,814,595      △21,725 　  3,792,870     △21,725

 1 元金 　  3,501,450      △20,571 　  3,480,879     △20,571

23 償還金利子及      △20,571 ＜概　要＞

び割引料 099 元金                                                      △20,571

    その他償還金                                              △20,571

 2 利子 　    313,145       △1,154 　    311,991      △1,154

23 償還金利子及       △1,154 099 利子                                                       △1,154

び割引料     長期借入金利子及び割引料                                   △1,154

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）  １ 公債費

（項）  １ 公債費



（款）１１ 諸支出金

11 諸支出金 　        315         △283 　         32        △283款

 3 土地開発基金費 　        315         △283 　         32        △283

 1 土地開発基金費 　        315         △283 　         32        △283

28 繰出金         △283 ＜概　要＞

099 大東市土地開発基金繰出金                                     △283

    定額基金繰出金                                               △283

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 土地開発基金費

（項）  ３ 土地開発基金費


