
-215-１款  総務費

３　歳　　　出
１款  総務費   １項  施設管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(繰)  

 1 一般管理費 111,951 113,465 △1,514 40,084 71,867  1 報酬 10,422 職員人件費（医科）　　　　　　　　　　　　　　　48,895

　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,315

 2 給料 37,161 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,292

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,189

 3 職員手当等 38,996 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　99

職員人件費（歯科）　　　　　　　　　　　　　　　37,788

 4 共済費 13,764 　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,865

　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,704

 7 賃金 628 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,117

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 102

 8 報償費 680 一般管理費（医科）　　　　　　　　　　　　　　　17,358

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,311

 9 旅費 126 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,158

　賃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 377

11 需用費 4,359 　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75

12 役務費 1,101 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,738

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 821

13 委託料 2,235 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,768

　　　機械警備委託料

14 使用料及び 1,681 　　　感染性医療廃棄物処理委託料

賃借料 　　　自動扉開閉装置保守点検委託料

　　　清掃業務委託料

18 備品購入費 130 　　　ボイラー整備点検業務委託料

　　　消防設備点検業務委託料

　　　医療用電算機等保守点検業務委託料



216--１款  総務費

１款  総務費   １項  施設管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

　　　代診嘱託医委託料

19 負担金、補 218 　　　合併浄化槽維持管理業務委託料

助及び交付 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　 1,555

金 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　17

　　　全国地域医療学会参加者負担金　　　　　　　　　 9

27 公課費 450 　　　地域医療学会出席者負担金　　　　　　　　　　　 8

　公課費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450

一般管理費（歯科）　　　　　　　　　　　　　　　 4,900

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,759

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300

　賃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 251

　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 184

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,368

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 264

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 467

　　　歯科診療所清掃業務委託料

　　　空気清浄器保守点検委託料

　　　エアコン清掃委託料

　　　消防設備点検業務委託料

　　　歯科医療用事務機保守点検委託料

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　　 126

　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130

　

　

　

　

　



-217-１款  総務費

１款  総務費   １項  施設管理費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

歯科保健推進事業費（歯科）　　　　　　　　　　　 3,010

　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 352

　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,981

　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 408

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 253

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16

 

 2 連合会負担金 158 158 0 158 19 負担金、補 158 連合会負担金（医科）　　　　　　　　　　　　　　　 119

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 119

金 　　　岩手県国民健康保険団体連合会国保診療施設保険者負

　　　担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80

　　　岩手県国民健康保険団体連合会診療施設割負担金　39

連合会負担金（歯科）　　　　　　　　　　　　　　　　39

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　39

　　　岩手県国民健康保険団体連合会診療施設割負担金　39

計 112,109 113,623 △1,514 40,084 72,025

１款  総務費   ２項  研究研修費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 研究研修費 1,508 1,309 199 1,508  9 旅費 722 研究研修費（医科）　　　　　　　　　　　　　　　　 499

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 195

11 需用費 125 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 256

　　　日本医師会費　　　　　　　　　　　　　　　　　28

　　　岩手県医師会費　　　　　　　　　　　　　　　　25



218--１款  総務費

１款  総務費   ２項  研究研修費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

　　　遠野市医師会費　　　　　　　　　　　　　　　　24

19 負担金、補 661 　　　（社）全国国民健康保険診療施設協議会通常会費　50

助及び交付 　　　全国地域医療学会参加者負担金　　　　　　　　　 9

金 　　　医師研修会参加者負担金　　　　　　　　　　　 120

研究研修費（歯科）　　　　　　　　　　　　　　　 1,009

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 527

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 405

　　　咬合療法研究会参加者負担金　　　　　　　　　　15

　　　全国国保地域医療学会参加者負担金　　　　　　　 9

　　　日本顎咬合学会学術大会参加者負担金　　　　　　27

　　　岩手県保険医協会会費　　　　　　　　　　　　　42

　　　遠野歯科医師会会費　　　　　　　　　　　　　　60

　　　日本学校歯科医会会費　　　　　　　　　　　　　10

　　　(社）全国国民健康保険診療施設協議会通常会費　 50

　　　岩手県歯科医師会会費　　　　　　　　　　　　 108

　　　いわて摂食嚥下リハビリテーション研究会会費　　 5

　　　日本歯科医師会会費　　　　　　　　　　　　　　38

　　　東北地区歯科医師会連合会会費　　　　　　　　　 3

　　　日本歯科衛生学会参加者負担金　　　　　　　　　14

　　　日本老年歯科医学会参加者負担金　　　　　　　　24

計 1,508 1,309 199 1,508



-219-２款  医業費

２款  医業費   １項  医業費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 医療用機械器 2,280 9,692 △7,412 2,280 11 需用費 360 医療用機械器具費（医科）　　　　　　　　　　　　　 719

具費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

13 委託料 443 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 443

　　　Ｘ線撮影装置保守点検業務委託料

18 備品購入費 1,477 　　　ＣＲシステム保守点検業務委託料

　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 216

医療用機械器具費（歯科）　　　　　　　　　　　　 1,561

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300

　備品購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,261

 

 2 医療用消耗器 3,458 3,292 166 3,458 11 需用費 3,458 医療用消耗器材費（医科）　　　　　　　　　　　　　 931

材費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 931

医療用消耗器材費（歯科）　　　　　　　　　　　　 2,527

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,527

 

 3 医薬品衛生材 30,156 34,112 △3,956 30,156 11 需用費 30,156 医療用衛生材料費（医科）　　　　　　　　　　　　29,868

料費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,868

医療用衛生材料費（歯科）　　　　　　　　　　　　　 288

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 288

 

 4 歯科技工費 7,810 7,810 0 7,810 12 役務費 10 歯科技工費（歯科）　　　　　　　　　　　　　　　 7,810

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

13 委託料 7,800 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,800

　　　技工委託料

　

　

　



220--２款  医業費 ３款  施設整備費 ４款  予備費

２款  医業費   １項  医業費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 5 検査手数料 2,053 1,658 395 2,053 12 役務費 2,053 検査手数料（医科）　　　　　　　　　　　　　　　 2,053

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,053

計 45,757 56,564 △10,807 45,757

３款  施設整備費   １項  施設整備費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

(繰)  

 1 施設整備費 7,245 76,514 △69,269 7,111 134 11 需用費 134 施設整備費（医科）　　　　　　　　　　　　　　　 7,245

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 134

15 工事請負費 7,111 　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,111

　　　工事請負費

計 7,245 76,514 △69,269 7,111 134

４款  予備費   １項  予備費

目 本年度 前年度 比  較

本年度の財源内訳

特　定　財　源

国県支出金 地方債 その他
一般財源

節

区　分 金　額
説　　　　　　　　明

（単位:千円）

 

 1 予備費 150 150 0 150 予備費（医科）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

予備費（歯科）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50

計 150 150 0 150


