
◆ 一般会計

（単位：千円）

〈主な歳入〉

・ 市税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９,２５３,０６４

・ 譲与税、各種交付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,５５１,００１

・ 地方交付税 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,５８０,０００

・ 国・県支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１,９０６,６３２

・ 繰入金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,７６８,７３９

・ 諸収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,４０６,１５１

・ 市債 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４,９１０,４００

〈主な歳出〉 ★…平成２４年度予算に新規計上したもの

４５２,２４６

７,０５３,５３２

・ 本庁舎節電対策事業（照明器具のＬＥＤ化） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２,１７５

・ 集会所等整備補助事業（★原市第七区会館新築補助ほか） ・・・・・・・・・・・・・・ １８,０００

・ 学童保育所整備事業（★鴨川学童保育所の移転整備） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５０,２２３

・ 文化センター整備・改修事業（★駐車場及び屋根付き駐輪場の拡充） ・・・・・・・ ５,０４９

・ 埼玉新都市交通駅舎等施設整備事業（★原市駅バリアフリー工事設計） ・・・・・ ４２,０２６

★ 地域防災計画改訂事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,８４８

・ 防災備蓄事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８,８１９

・ 自主防災組織育成支援事業（★緊急補助金の創設、防災士育成など） ・・・・・・ １８,４０９

★ 防災ラジオ配布事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,３６５

・ 被災地復興支援事業（陸前高田市・本宮市を継続支援）・・・・・・・・・・・・・・・・ ９,２９６

★ 携帯モバイル収納事業（平成２５年度開始） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８４７

02 総務費

平成２４年度当初予算（案）概要【上尾市】

歳入歳出予算額 ５６,２１０,０００千円

01 議会費

前年度額 ５６,７９０,０００千円

前年度比 ▲ ５８０,０００千円

市税の減収（評価替えに伴う固定資産税の減収など）や社会保障関係経費の自然増が引き

続き見込まれるなど厳しい状況のなかで、東日本大震災を踏まえ、市民の安全・安心の確保に

重点を置き、①防災対策や省エネルギー対策を強化するとともに、②子育て・健康づくり支援、

③教育環境整備、④まちづくり施策の更なる充実を図ったところ。

①自主防災組織への緊急補助金の創設/防災ラジオ配布/防災備蓄強化/市民体育館の大規模改造/境橋の架替/

公園遊具の点検/電気自動車等の購入補助創設、太陽光発電設置補助の増額/本庁舎照明のLED化/など

※２３年度３月補正予算で、小中学校の耐震化/橋りょう点検・長寿命化計画策定/災害対策基金の設置/などを実施

②こども医療費、子宮頸がん等ワクチン接種、乳がん検診等の無料化の継続/不妊治療費助成の開始/など

③“さわやかスクールサポート事業”の創設/中学校エアコン整備/子どもの読書活動支援センター開設/など

④原市駅ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化/上尾道路周辺整備/上尾駅東口ﾃﾞｯｷの延伸/電線地中化/自転車のまちづくりの推進 /など



（単位：千円）

２２,３５７,６５７

・ 障害者自立支援等給付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,０４９,７１９

・ 障害者就労支援センター運営事業（★多目的トイレ設置、相談室拡充など） ・・ ２５,３７２

・ こども医療費支給事業（中学校修了までの入・通院費の無料化）・・・・・・・・・・ ７５９,８５２

・ 子ども手当等支給事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４,０５７,６２０

・ 民間保育所委託事業・運営費等補助事業（★２園増→１４園）・・・・・・・・・・・・ １,２０７,４５３

・ 生活保護世帯扶助事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,２９１,９４９

５,５６８,１２１

・ 予防接種事業（子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン無料接種） ・・・・・ ５７６,１２１

・ 各種がん検診事業（★対象者全員への個別通知、乳がん検診等の無料化） ・・・・ １７１,５９２

・ 一般健康診査事業（★「２０～３０歳代ヘルスチェック」の開始） ・・・・・・・・ １６,１２１

★ 不妊治療費助成事業（市独自の助成制度創設） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６,０００

・ 省エネ対策推進事業(★電気自動車等の購入補助創設、太陽光発電の設置補助増額) １０,０００

・ (仮)東保健センター整備事業（平成２５年度中にオープン予定） ・・・・・・・・・ ８５４,４２２

★ 瓦葺ふれあい広場管理運営事業（平成２４年４月オープン） ・・・・・・・・・・ １２,９２４

１７３,４９６

４５８,１０１

★ 上尾市産業振興ビジョン策定事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４,８８０

・ 地産地消促進事業（あげお産業祭との共催） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２,０００

・ 勤労者福祉サービスセンター移転事業・補助事業(★事務室移転・コンビニ払い開始) ５０,３４７

５,５３７,６９７

★ 境橋架替事業（本橋の基本設計、平成２７年度完成予定） ・・・・・・・・・・・・・・ １０,６００

・ 上尾道路周辺整備事業（★領家工業団地アクセス道路調査・測量）・・・・・・・・・ ６,１７９

★ 自転車のまちづくり推進事業（基本計画策定、自転車レーン社会実験など）・・・ １,９３６

・ 電線地中化整備事業（第２工区(春日神社～鴨川間)の設計）・・・・・・・・・・・・・ １０,０００

・ 都市公園等管理運営事業（★公園遊具の安全点検） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９４,９６０

・ 上尾中山道東側地区市街地再開発事業（平成２４年度完成予定）・・・・・・・・・・ １,６９８,４８６

★ 上尾駅東口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ整備事業（デッキ延伸・平成２４年度完成予定） ・・・ ２５１,４３７

・ ふるさとの緑の景観地保全事業（★緑のトラスト保全地(原市地区)用地購入）・・ ３８,０６９

・ ふれあいの森整備事業（★上平地区に新規整備→全１０か所） ・・・・・・・・・・ ２８,２２１

２,３５８,７７２

★ 緊急医療情報キット配布事業（６５歳以上の単身世帯者、障害者などへ） ・・・・ ３,１２９

★ 消防団車庫詰所整備事業（第五分団車庫詰所を新築） ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０,０００

★ 消防緊急通信指令システム更新事業（伊奈町との共同事業）・・・・・・・・・・・・・ ７,６２７

08 消防費

03 民生費

04 衛生費

05 農林水産業費

06 商工費

07 土木費



（単位：千円）

５,４９５,２９４

★ さわやかスクールサポート事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９８,２１９

・ 小中学校ＡＬＴ配置事業（外国語指導助手の全校配置）・・・・・・・・・・・・・・・・ １０４,９００

・ 小学校校舎改築事業（★中央小改築工事、平成２５年度完成予定） ・・・・・・・・ ２３４,７５７

・ 中学校管理運営事業（★大石南中の特別支援学級整備工事）・・・・・・・・・・・・・ ３２６,３３７

★ 中学校教室エアコン整備事業（普通教室１８７教室、平成２４年７月～） ・・・・ ３５,４００

★ 中学校校舎改築事業（上尾中基本設計、平成２７年度完成予定）・・・・・・・・・・ ３６,２２５

★ 子どもの読書活動支援センター運営事業（富士見小内に新設）・・・・・・・・・・・・ ４,０８７

★ 市民体育館大規模改造(耐震補強)事業（平成２５年４月リニューアルオープン予定） ６１４,７００

６,６７５,０８４

≪各款にわたり計上≫

○緊急雇用創出事業（１０１，１３９千円）の実施

離職を余儀なくされた労働者等の雇用機会の創出を図る。（「路上喫煙防止事業」ほか５事業）

◆ 国民健康保険特別会計

◆ 工業住宅団地開発事業特別会計

◆ 公共下水道事業特別会計

◆ 介護保険特別会計

◆ 後期高齢者医療特別会計

◆ 水道事業会計

　総事業費 ５,４５６,０００千円

歳入歳出予算額 １,９１０,２００千円

よりきめ細かな学習指導を実施するために、アッピースマイルサポーター
(学級支援員)の配置(７０人)、アッピースマイル学校図書館支援員の小学
校全校への配置(週５日)などを行うもの

歳入歳出予算額 １,０８０千円

歳入歳出予算額 ５,１９１,２００千円

歳入歳出予算額 １１,３５９,０００千円

09 教育費

10 公債費

歳入歳出予算額 ２３,０５７,０００千円

前年度額 １，６７７，９００千円

前年度比 ２３２，３００千円

前年度額 ２１，５６３，３００千円

前年度比 １，４９３，７００千円

前年度額 ５，３８３，４００千円

前年度比 ▲１９２，２００千円

前年度額 １０，０１０，０００千円

前年度比 １,３４９，０００千円

前年度額 １，１２０千円

前年度比 ▲４０千円

前年度額 ５，６６８，０００千円

前年度比 ▲２１２，０００千円


