
◆ 一般会計[議案第７号]

 ５５,８８０,０００千円

 ５７,４７８,５５５千円

（単位：千円）

・ 市税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 譲与税、各種交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 地方交付税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 国・県支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 繰入金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 諸収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 市債 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★…平成２５年度予算に新規計上したもの

★ 市制施行55周年記念式典事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 組織再編実施事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 駅前広場等維持管理事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 公共施設マネジメント推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ あぴっと！管理運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 集会所等整備補助事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 学童保育所整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※以下は、国の補正予算等に伴い平成24年度3月補正に前倒しを行った事業費(1,598,555千円)を含む場合(全額繰越し)

６,８２３

６６,６０７

７,８２８

１７１,４７９

原市駅バリアフリー化工事(エレベーター等の整備)

★上尾駅西口駅前広場にシンボルとなる時計台を設置するとともに上尾駅自由通
路内にベンチを設置

上尾駅東口の再開発ビル(A-GEO・タウン)の市有スペースに、ＮＰＯ法人が運営す
る新たな賑わい創出拠点をオープン

７,０９３,３８６

４３６,４２４

　　平成２５年度 予算の概要【上尾市】

歳入歳出予算額

01 議会費

02 総務費

１,０２５,５１９

５,４５１,９００

８５４,７００
３,１８９,５００

市民サービスの向上を図るべく組織再編を実施予定(H26)

６,６８７

６４,０６０

２,８９６

２９,６６３,４６８

２,５４５,０００

２,８８６,０００

１１,１１７,８０９

１,２７５,４２２

今後直面する公共施設の大量更新問題に対処するべく公共施設白書を作成

★中平塚区、今泉区の集会所新築に対する助成

★上平第二及び瓦葺の各学童保育所の新築・移転に係る詳細設計を実施

１２,５６９

前年度額 ５６,２１０,０００千円

前年度比 ▲３３０,０００千円 (▲０.６％)

歳 入

歳 出

臨時財政対策債

県貸付金(土地開発公社の経営健全化のための用地の買戻しに活用)

前年度比 ＋１,２６８,５５５千円 (＋２.３％)

ダイジェスト版



（単位：千円）

★ (仮)上尾市総合交通基本計画策定事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ ゾーン３０整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 防災備蓄事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 災害時緊急通信事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 防災情報等配信事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 被災地復興支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 地域デビュー支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 障害者自立支援等給付事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 福祉タクシー券・自動車燃料費助成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 見守り訪問ボランティア事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 配食サービス事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 敬老祝金及び祝品贈呈事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ こども医療費支給事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 児童手当支給事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 民間保育所委託事業・民間保育所運営費等補助事業 ・・・・・・・・・・

★ (仮)原市保育所複合施設整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 生活保護世帯扶助事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１５,０００

６,９３９

１,２６０

１０,０００

８,００３

市内循環バスぐるっとくんの路線・ダイヤの見直し(H26)を見据え、基本計画を策定

03 民生費 ２２,７１９,０２０

岩手県陸前高田市と福島県本宮市を継続支援　　

警察署が行う速度規制と合わせて、路側帯の設置等の安全対策を実施(H25～H28)

シニア世代の地域デビュー支援イベントを開催

★自動車燃料費助成の対象年齢制限(現行は18歳未満のみ対象)を撤廃
　　[対象者数200人→3,800人]

３,８５２,２９４

子ども手当からの制度変更

災害時の通信手段を確保するための衛星電話等を配備

１,７５０

４９,２０２

３７５

高齢者施策については、その一部を現金給付からソフト事業へ移行する観点から、
本事業の支給対象等を見直す(75歳・77歳・88歳・99歳・100歳以上への支給)ととも
に、新たに75歳以上の肺炎球菌ワクチン接種費用の助成、見守り訪問ボランティア
事業の創設、配食サービス事業の拡充などを実施

★高齢者のニーズに合わせ、配食回数、対象者、メニューなどサービス内容を拡充
するとともに、在宅高齢者の見守りを強化

老朽化が進む原市・原市団地の両保育所を移転統合することにより、待機児童が多
い０～１歳児保育を可能とする定員120人規模の保育所とするとともに、同じく老朽
化が進む原市支所を移転併設(H28オープン予定)

８０９,０４２

１,２８３,１３８

８,６９６

★今泉地内に定員60人規模の民間保育所がオープン
　　(民間保育所15か所体制[公立保育所16か所])

地上デジタルテレビ放送を活用して防災情報等を配信

地域による在宅高齢者への見守りを強化するため、要援護高齢者等支援ネットワー
ク(H24設立)を活用するとともに、ポイント制によるボランティア事業を実施(見守り・
買い物支援等のサービスを提供)

７,３０５

３,５３６,１９８

９,０３６

引き続き中学校修了までの入院・通院分の医療費無料化を実施

４０,０４４

２,３６５,９１３



（単位：千円）

★ 東保健センター竣工記念事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 予防接種事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 各種検(健)診事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 省エネ対策推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 商工会議所等補助事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 上尾市産業振興ビジョン策定事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 地産地消促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 既存建築物耐震改修促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 上尾道路周辺整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 橋りょう維持事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 自転車のまちづくり推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 電線地中化整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 西宮下中妻線整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 街区公園整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 公園施設長寿命化計画策定事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２,１４２

６９６,０００

３１１,６０９

１５,０００

★上尾平方線(富士見橋～上尾環状線間)の１．７㎞にわたり自転車レーンを整備

８,６００

１６,５２１

★木造戸建住宅の耐震化を促進するため補助制度を拡充

４４６,８９４

３５,００５

領家工業団地アクセス道路の用地購入等

５,４５１,１８２

２,３００

産業祭にて「キラリ☆あげおご当地グルメ祭り」を開催

天神公園(小泉)及び稲荷公園(原市中)の整備完了(H24、25)

電気自動車の購入費助成や太陽光発電の設置費助成を引き続き実施
★新たに住宅の省エネ改修に係る助成制度を創設

★75歳以上の高齢者の健康づくり支援として、新たに肺炎球菌ワクチンの接種費用
の助成を実施

★中心市街地や商店街の活性化を目的とした事業を実施するための補助金を増額

★橋りょう長寿命化計画(H24策定)に基づき2橋の長寿命化に係る設計を実施

市民の健康づくり支援として、受診率の向上を図るべく引き続き対象者全員に
個別通知を発送　(参考)個別通知発送前の事業費(H23　210,391)と比較し約50％増

04 衛生費 ４,９７６,３８３

１６７,８７２

市民の健康を支えるため保健センターを市域東西２か所に配置。平日夜間及び休日急患
診療所を併設し、母子保健事業を中心とした東保健センターをオープン(H25.7)
※現保健センターは、成人保健事業を中心とした「西保健センター」として運営

９０,０００

第２工区(春日神社～富士見橋間)の電線地中化工事を実施

県道川越上尾線までの670ｍを延伸整備するための調査等を実施

２３,６４６

１,０００

05 農林水産業費

06 商工費

３,９３９

市内産業の活性化を目的とした産業振興ビジョンを策定(H24、25)

５,０００

07 土木費

２２７,９２０

１０,０００

老朽化が進む大規模な都市公園施設の長寿命化計画を策定



（単位：千円）

・ 緊急医療情報キット配布事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 救急資器材整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 消防車両整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 消防救急無線デジタル化事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 指令施設維持管理事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ さわやかスクールサポート事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 小中学校ＡＬＴ配置事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ いじめ根絶対策事業(防止事業・相談事業) ・・・・・・・・・・・・・・・・

・ 小中学校校舎改築事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 通学路安全対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 充実した教育活動の実施(年間授業日数を5日間増加)・・・・・・・・・・

・ 市民体育館管理運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

★ 市土地開発公社の経営健全化のための用地の買戻し ・・・・・・・・・・

６１,７９７

★震災により損傷を受けた市民体育館のリニューアルオープン(H25.4)にあわせて
市民サービスの向上とコスト削減の両立を図るため、新たに指定管理者に管理運営
業務を委託

04 衛生費・07 土木費・09 教育費　共通　　  

５,５３３,５８８

９９,１２９

08 消防費

★65歳以上の希望者全員に配布対象を拡大(65歳以上の単身世帯及び重度障害者には配布済)

２,４３１,６００

★消防救急デジタル無線について詳細設計を実施(H26整備、H27試験運用)

７１,６０８

指令業務について伊奈町と共同運用し、2人/日の通信員を受入れ(H25.3)

３９,３６０

★消防団第５分団のポンプ車を更新

１３,９７６

★認定救命士による高度な救命処置を可能とするため新たにビデオ喉頭鏡を
救急車に配備

きめ細かな学習指導を実施するためアッピースマイルサポーターの小中学校全校
配置(70人)及びアッピースマイル図書館支援員の小学校全校配置を継続実施

※平成24年度3月補正で実施する10.3億円規模の買戻しを含めた利子軽減効果額は約3.4億円

４,８５４

09 教育費

１１,２７７

すべての小中学校の普通教室にエアコンが整備(H23、24)されたことも踏まえ、夏季
休業日を5日間短縮

６９９,６９５

中央小学校の校舎改築工事(H25完成予定)、上尾中学校の校舎改築実施設計

８,４８８

通学路の安全確保を図るための道路整備を実施

※H26、27に改築工事を実施する上尾中学校を除き、すべての小中学校の耐震補強工事が完了

１０４,９００

外国語指導助手を引き続き全校配置(H23～)

７,０６７

いじめホットラインの設置やスクールソーシャルワーカーを新たに雇用するほか、
全教員を対象とする研修や児童生徒を対象とするアンケートを実施するなど、
いじめを根絶するための取組みを実施

６,５４３,６５１10 公債費

市土地開発公社が保有する西宮下中妻線整備事業の代替地ほか７事業に係る用
地の買戻しを実施

１,５２３,５７３

１,５７５



（単位：千円）

◆ 国民健康保険特別会計[議案第８号]

◆ 公共下水道事業特別会計[議案第９号]

◆ 介護保険特別会計[議案第１０号]

◆ 後期高齢者医療特別会計[議案第１１号]

◆ 水道事業会計[議案第１２号]

歳入歳出予算額 ２３,６１７,０００

２,０６２,２００

歳入歳出予算額 ４,６１２,５００

補償金免除繰上償還の終了に伴う公債費の減
(下水道施設の長寿命化計画を策定)

医療費の増加に伴う保険給付費や後期高齢者支援
金等の増

被保険者数の増加に伴う広域連合納付金の増

総事業費 ５,３８３,０００

補償金免除繰上償還の終了に伴う企業債
償還金の減

歳入歳出予算額 １１,４４７,１００

要介護認定者数の増加に伴う介護給付費の増

歳入歳出予算額

前年度額 ２３，０５７，０００

前年度比 ＋５６０，０００

前年度額 ５，１９１，２００

前年度比 ▲５７８，７００

前年度額 １１，３５９，０００

前年度比 ＋８８，１００

前年度額 １，９１０，２００

前年度比 ＋１５２，０００

前年度額 ５，４５６，０００

前年度比 ▲７３，０００


