
（単位：千円）

平成２０年度
現計予算額

14,942,684 397,352 15,340,036

国民健康保険特別会計（事業勘定）　【第２号】 4,215,790 △ 129,214 4,086,576

国民健康保険特別会計（診療施設勘定） 349,603  349,603

老人保健事業特別会計　【第２号】 451,066 144,367 595,433

下水道事業特別会計　【第２号】 1,072,984 4,823 1,077,807

生活排水処理事業特別会計 61,640 61,640

簡易水道事業特別会計 87,860  87,860

土地区画整理事業特別会計 1,038,417 1,038,417

介護サービス事業特別会計 1,737 1,737

後期高齢者医療特別会計【第１号】 269,119 373 269,492

計 7,548,216 20,349 7,568,565

22,490,900 417,701 22,908,601
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9月補正額

平成２０年度　二戸市補正予算（9月）の概要

会　　　 　　計　　　 　　別 予算総額

 一　　　　　般　　　　　会　　　　　計　　　 　【第４号】



  (説明資料)

◆一般会計補正予算（第４号） （補正額）

◎主な内容 （千円）

（歳入） 固定資産税 71,250

地方特例交付金 10,421

地方交付税（普通交付税） 65,316

被用者小学校修了前特例給付負担金（国） 6,557

市町村合併推進体制整備費補助金 8,400

被用者小学校修了前特例給付負担金（県） 6,557

県民税徴収委託金 10,553

市有林産材売払収入 5,532

老人保健事業特別会計繰入金 25,636

財政調整基金繰入金 △ 17,570

減債基金繰入金 △ 150,000

福祉対策基金繰入金 △ 5,415

学校施設設備基金繰入金 13,307

前年度繰越金 313,692

（歳出） 住民情報システム改修委託料 9,552

光自営網拡張事業　工事請負費 2,835

財政調整基金積立金 182,000

税源移譲に伴う市県民税還付金 23,800

生活機能チェックリスト作成委託料 8,400

児童扶養手当給付金 7,878

児童手当給付費 34,645

分収林分収交付金 4,979

融雪システム等修繕料 17,000

除雪委託料 40,000

下水道事業特別会計繰出金 △ 19,586

二戸市育英資金貸与金 810

バス待合所整備補助金 1,400

自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 2,520

平 成 20 年 度 ９ 月 補 正 予 算 の 概 要



福岡中学校耐震診断業務委託料 16,585

屋内多目的運動施設整備事業　工事請負費 4,095

総合スポーツセンター備品購入費（室内用ランニング器具） 1,000

（補正前の額） （補正額） （予算総額）

14,942,684 千円 397,352 千円 15,340,036 千円

◆国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

◎主な内容 （千円）

○事業勘定

（歳入） 療養給付費等負担金（国） △ 10,750

収納率向上対策費補助金(国）：財政調整交付金（県）へ組替え △ 6,000

退職被保険者等療養給付費交付金 △ 400,594

前期高齢者交付金 276,496

国保財政調整基金繰入金 △ 180,207

療養給付費交付金前年度繰越金 24,078

前年度繰越金 167,775

（歳出） 一般被保険者療養給付費 397,303

退職被保険者等療養給付費 △ 431,846

一般被保険者高額療養費 37,630

後期高齢者支援金　　　　　　　 24,006

後期高齢者関係事務費拠出金 △ 9,148

前期高齢者納付金 △ 135,301

介護納付金 △ 51,035

退職被保険者等療養給付費交付金過年度精算返還金 24,078

予備費 20,842

（補正前の額） （補正額） （予算総額）

4,215,790 千円 △ 129,214 千円 4,086,576 千円



◆老人保健事業特別会計補正予算（第２号）

◎主な内容

（歳入） 医療費交付金過年度精算分 9,086

前年度繰越金 135,281

（歳出） 医療費負担償還金 118,730

一般会計繰出金 25,637

（補正前の額） （補正額） （予算総額）

451,066 千円 144,367 千円 595,433 千円

◆下水道事業特別会計補正予算（第２号）

◎主な内容

（歳入） 公共下水道事業費補助金 15,000

一般会計繰入金 △ 19,586

消費税及び地方消費税還付金 5,526

下水道事業債 2,300

（歳出） 公共下水道整備事業処理場増設工事委託料 9,500

公共下水道整備事業幹線管渠実施設計委託料 15,000

公共下水道整備事業　工事請負費 16,950

特定環境保全公共下水道整備事業枝線管渠実施設計委託料 20,000

特定環境保全公共下水道整備事業　工事請負費 △ 20,000

特定環境保全公共下水道整備事業県代行負担金 △ 38,500

（補正前の額） （補正額） （予算総額）

1,072,984 千円 4,823 千円 1,077,807 千円

◆後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

◎主な内容

（歳入） 一般会計繰入金 373

（歳出） 賦課徴収事務　需用費 263

電算委託料 110

（補正前の額） （補正額） （予算総額）

269,119 千円 373 千円 269,492 千円
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