
 

～ ごあいさつ ～ 

日頃は大変お世話になり誠に有難うございます。 

皆さまにおかれましては益々のご健勝のこととお喜び申し上げま

す。 

先日、皆さまのお力添えのもと、無事後援会事務所を開くことがで

きましたこと、心から感謝申し上げます。 

今後とも皆さまのご支援を賜りますように、宜しくお願い申し上げ

ます。 
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転入・転出・転居に伴う住所
変更などが集中し、窓口の混
雑が予測される時期に合わ
せて、市役所の市民課などの
一部業務について、窓口を臨
時開庁します。

内部資料 

平成２３年２月１９日（土） 

午前１０時から 

竹田たかし選挙事務所開きを 

行いました。 

お近くにお越しの際は、ぜひお

立ち寄り下さい。 



 

平成23年度一般会計当初予算（骨格予算）の概要
〈歳　　入〉

うち うち 対前年 うち 対前年
一般財源 一般財源 増減率 一般財源 増減率

ｳ/ｲ* (A)-(B) ©/(B)
100 =(C) *100

うち個人市民税 11,627,913 11,627,913 12,503,000 12,503,000 ▲875,087 ▲7.0 ▲875,087 ▲7.0
うち法人市民税 2,897,600 2,897,600 2,547,400 2,547,400 350,200 13.7 350,200 13.7

〈歳出性質別〉

うち うち 対前年 うち 対前年
充当一般財源 充当一般財源 増減率 充当一般財源 増減率

ｳ/ｲ* (A)-(B) ©/(B)
100 =(C) *100

17,763,252 15,325,726 18,195,273 15,645,733 ▲432,021 ▲2.4 ▲320,007 ▲2.0
28,075,338 7,252,448 25,514,242 6,724,599 2,561,096 10.0 527,849 7.8

　人　　件　　費
　扶　　助　　費

区　　　　分 23年度当初予算 22年度当初予算 対　前　年　度　増　減

（骨格予算）

(ｱ) (A) (ｲ) (B) ｱ-ｲ=ｳ

区　　　　分

　　(単位：千円、%)

　市　　　　　　　税

　　(単位：千円、%)

23年度当初予算 22年度当初予算 対　前　年　度　増　減

(ｱ) (A) (ｲ) (B) ｱ-ｲ=ｳ

（骨格予算）

平成23年度の主な事業

1　誰もが安全で安心して住み続けられる八尾
種別 経常 H23予算
新・既 投資 国 府 起債 その他 一般財源

予防接種事業

（子宮頸がん・肺炎球菌・ﾋﾌﾞﾜｸﾁﾝ
への対応含む）

2　子どもや若い世代の未来が広がる八尾
種別 経常 H23予算
新・既 投資 国 府 起債 その他 一般財源

学力向上推進事業 既存 経常 6,789 6,789
小学校施設耐震化事業 既存 経常 270,350 55,488 156,600 58,262

3　まちの魅力を高め、発信する八尾
種別 経常 H23予算
新・既 投資 国 府 起債 その他 一般財源

八尾の魅力発信事業 新規 経常 11,970 11,970

4　職住近在のにぎわいのある八尾
種別 経常 H23予算
新・既 投資 国 府 起債 その他 一般財源

JR八尾駅周辺整備事業 既存 投資 944,335 196,000 561,100 187,235

5　環境を意識した暮らしやすい八尾
種別 経常 H23予算
新・既 投資 国 府 起債 その他 一般財源

「竜華水みらいセンター」処理水の
有効活用【公共下水道事業特別会
計】

既存 投資 86,000 41,500 44,500

6　みんなでつくる八尾
種別 経常 H23予算
新・既 投資 国 府 起債 その他 一般財源

地域分権推進事業 既存 投資 29,108 29,108

※本資料は「平成23年度予算の概要」の主な部分を一部抜粋したものです。

事業名称
左　　の　　財　　源　　内　　訳

既存 経常 993,215 258,082 3,911 731,222

事業名称
左　　の　　財　　源　　内　　訳

事業名称
左　　の　　財　　源　　内　　訳

事業名称
左　　の　　財　　源　　内　　訳

事業名称
左　　の　　財　　源　　内　　訳

事業名称
左　　の　　財　　源　　内　　訳

平成23年度平成23年度平成23年度平成23年度
（骨格予算）（骨格予算）（骨格予算）（骨格予算）

AAAA BBBB 増減率増減率増減率増減率

92,918 ,17692 ,918 ,17692 ,918 ,17692 ,918 ,176 89 ,981 ,31089 ,981 ,31089 ,981 ,31089 ,981 ,310 2 ,936 ,8662 ,936 ,8662 ,936 ,8662 ,936 ,866 3 .33 .33 .33 .3

68 ,800 ,71568 ,800 ,71568 ,800 ,71568 ,800 ,715 67 ,916 ,38667 ,916 ,38667 ,916 ,38667 ,916 ,386 884 ,329884 ,329884 ,329884 ,329 1 .31 .31 .31 .3

国民健康保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計国民健康保険事業特別会計 32,859 ,45632 ,859 ,45632 ,859 ,45632 ,859 ,456 32 ,454 ,45832 ,454 ,45832 ,454 ,45832 ,454 ,458 404 ,998404 ,998404 ,998404 ,998 1 .21 .21 .21 .2

公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計 13,485 ,03113 ,485 ,03113 ,485 ,03113 ,485 ,031 13 ,701 ,19913 ,701 ,19913 ,701 ,19913 ,701 ,199 ▲216 ,168▲216 ,168▲216 ,168▲216 ,168 ▲1.6▲1.6▲1.6▲1.6

老人保健事業特別会計老人保健事業特別会計老人保健事業特別会計老人保健事業特別会計 －－－－ 38,35538 ,35538 ,35538 ,355 ▲38,355▲38,355▲38,355▲38,355 皆減皆減皆減皆減

財産区特別会計財産区特別会計財産区特別会計財産区特別会計 3,3403 ,3403 ,3403 ,340 3 ,3003 ,3003 ,3003 ,300 40404040 1 .21 .21 .21 .2

介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計 17,850 ,03717 ,850 ,03717 ,850 ,03717 ,850 ,037 17 ,268 ,33417 ,268 ,33417 ,268 ,33417 ,268 ,334 581 ,703581 ,703581 ,703581 ,703 3 .43 .43 .43 .4

後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計 4,602 ,8514 ,602 ,8514 ,602 ,8514 ,602 ,851 4 ,450 ,7404 ,450 ,7404 ,450 ,7404 ,450 ,740 152 ,111152 ,111152 ,111152 ,111 3 .43 .43 .43 .4

19 ,796 ,24319 ,796 ,24319 ,796 ,24319 ,796 ,243 19 ,138 ,45519 ,138 ,45519 ,138 ,45519 ,138 ,455 657 ,788657 ,788657 ,788657 ,788 3 .43 .43 .43 .4

病　院　事　業　会　計病　院　事　業　会　計病　院　事　業　会　計病　院　事　業　会　計 11,686 ,79711 ,686 ,79711 ,686 ,79711 ,686 ,797 11 ,035 ,00511 ,035 ,00511 ,035 ,00511 ,035 ,005 651 ,792651 ,792651 ,792651 ,792 5 .95 .95 .95 .9

水　道　事　業　会　計水　道　事　業　会　計水　道　事　業　会　計水　道　事　業　会　計 8,109 ,4468 ,109 ,4468 ,109 ,4468 ,109 ,446 8 ,103 ,4508 ,103 ,4508 ,103 ,4508 ,103 ,450 5 ,9965 ,9965 ,9965 ,996 0 .10 .10 .10 .1

181 ,515 ,134181 ,515 ,134181 ,515 ,134181 ,515 ,134 177 ,036 ,151177 ,036 ,151177 ,036 ,151177 ,036 ,151 4 ,478 ,9834 ,478 ,9834 ,478 ,9834 ,478 ,983 2 .52 .52 .52 .5

企　　業　　会　　計企　　業　　会　　計企　　業　　会　　計企　　業　　会　　計

全　　体　　合　　計全　　体　　合　　計全　　体　　合　　計全　　体　　合　　計

(単位：千円、%)
平成23年度　八尾市一般会計、特別会計及び企業会計の状況平成23年度　八尾市一般会計、特別会計及び企業会計の状況平成23年度　八尾市一般会計、特別会計及び企業会計の状況平成23年度　八尾市一般会計、特別会計及び企業会計の状況

一　　般　　会　　計一　　般　　会　　計一　　般　　会　　計一　　般　　会　　計

特　　別　　会　　計特　　別　　会　　計特　　別　　会　　計特　　別　　会　　計

平成22年度平成22年度平成22年度平成22年度
対前年度対前年度対前年度対前年度

増減率（A-B）増減率（A-B）増減率（A-B）増減率（A-B）


