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平成21年度6月補正予算　事業別内訳書 （専決処分）
＜国民健康保険会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

93,654 93,654 平成20年度の収支不足額を平成21年度予算で繰上充用するもの

（収支不足の主な要因）
93,654 ・被保険者の所得低下による調定額及び収納率の低下　431,601千円

93,654 93,654

＜老人保健会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

前年度繰上充用金 3,909 3,909 平成20年度の収支不足額を平成21年度予算で繰上充用するもの

国庫負担金

3,909 （収支不足の主な要因）

・国庫負担金の翌年度精算に伴うもの

3,909 3,909

事　　　　業　　　　内　　　　容

前年度繰上充用金

合　　　　　　計

備　　　　考事業費 事　　　　業　　　　内　　　　容事　　　業　　　名

（5月29日付）

備　　　　考

合　　　　　　計

（5月29日付）

事　　　業　　　名 事業費

国民健康保
険料

左の財源内訳

左の財源内訳

平成19年度末赤字額 139,257 千円（A)

平成20年度赤字額 93,654 千円（B)

平成20年度末累積赤字額 232,911 千円（A＋B)



平成21年度6月補正予算　事業別内訳書（通常案件）
＜一般会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

労 働 費

ふるさと雇用再生特別対策 43,472 43,472 地域デザインを活用した地場産加工品の販路開拓事業 【国平成20年度二次補正】

推進事業 道補助金 　委託先：公募予定　　　　　　　　　事業費：11,582千円

43,472

ばんえい競馬の馬厩肥を活用したマッシュルーム栽培事業

　委託先：鎌田商事　　　　　　　　　事業費：31,890千円

商 工 費

都市エリア産学官連携促進事業 2,229 2,229 国の委託事業で充当されない地域資金として財団法人十勝圏振興

機構へ補助（北海道・帯広市同額負担）及び打ち合わせ旅費

土 木 費

道路照明灯省エネルギー化 59,000 59,000 道路照明灯の無電極放電灯への更新（200基） 【国平成20年度二次補正】

事業 国庫補助金

59,000

教 育 費

北の大地に根ざした豊かな学び 264 264 アイヌの歴史・文化など本道の特色を活かす指導のあり方の実践研究

推進事業 道委託金 　調査研究校　啓西小学校、南町中学校

264

104,965 102,736 2,229

事　　　業　　　名 備　　　　考事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

合　　　　　　計



平成21年度6月補正予算　事業別内訳書（通常案件）

＜国保会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

4,600 2,300 2,300 平成21年10月出産分から出産育児一時金を4万円引き上げるもの
国庫補助金 10月以降の対象件数（見込み）：　115件

2,300

4,600 2,300 2,300

＜農村下水道事業会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

個別排水処理施設整備事業費 10,715 8,778 1,937 住宅の新築等に伴い個別排水処理施設整備を5基追加するもの

478

市債

8,300

10,715 8,778 1,937

＜ばんえい競馬会計＞ (単位:千円)

特定財源 一般財源

709 754 平成20年度決算剰余金の積立
財産運用収入

4
繰越金

750

50,000 50,000 オッズパーク・ばんえい・マネジメント㈱の収支不足の補償 財政調整基金繰入

50,709 754 50,000合　　　　　　計

備　　　　考

ばんえい競馬財政調整基金
積立金

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳

合　　　　　　計

出産育児一時金支給に要する
経費

ばんえい競馬運営受託事業者
収支補償金

備　　　　考事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容

備　　　　考

分担金及び
負担金

合　　　　　　計

事　　　　業　　　　内　　　　容

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　業　　　　内　　　　容



平成21年度6月補正予算　寄附金に関する一覧表
＜一般会計＞

特定財源 一般財源

福祉基金積立金 596 596

財産運用収入 帯広市 20,000 円

4 大正ふれあいまつり実行委員会

寄附金 委員長　道下　清嗣　様

592

音更町 50,000 円

十勝歌謡同好連盟

会長　山口　信雄　様

帯広市 500,000 円

黒田　弘　様

帯広市 12,000 円

伊藤　権一　様

市内在住者 10,000 円

こども未来基金積立金 202 202

財産運用収入 市内在住者 100,000 円

2

寄附金

200 市外在住者 100,000 円

(単位:千円)

備考

　民　　　生　　　費

事　　　業　　　名 事業費
左の財源内訳

事　　　　　業　　　　　内　　　　　容



平成21年度6月補正予算　寄附金に関する一覧表

教育振興基金積立金 202 202
財産運用収入 青森県青森市 200,000 円

2 菅原　一枝　様
寄附金

200

図書資料等整備費 362 362
寄附金 帯広市 50,000 円

362 社団法人　帯広地方法人会女性部会
会長　尾崎　郁子　様

帯広市 300,000 円
株式会社　土木技術コンサルタント
代表取締役　土井　清夫　様

帯広市 12,000 円
粟野　弘　様

スポーツ振興基金 1,006 1,006
財産運用収入 市内在住者 1,000,000 円

6
寄附金

1,000

2,368 2,368
○基金積立分     4基金分   9件の寄附

○事業分　　　　　　　　　　　　3件の寄附

＜ばんえい競馬会計＞

特定財源 一般財源

ばんえい競馬振興基金積立金 68 68
財産運用収入 2件 66,808 円

1
寄附金

67

68 68

(単位:千円)

合　　　　　　計

　諸   支   出   金

事　　　業　　　名

　教　　　育　　　費

合　　　　　　計

備考事　　　　　業　　　　　内　　　　　容事業費
左の財源内訳


