
-209-１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 69,293 67,690 1,603 45,694 23,599  1 報酬 7,986 職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,124

　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,748

 2 給料 18,748 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,597

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,633

 3 職員手当等 26,597 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 146

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,169

 4 共済費 7,817 　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,986

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,184

 7 賃金 214 　賃金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 214

　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80

 8 報償費 80 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 179

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,066

 9 旅費 179 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,102

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,796

11 需用費 2,066 　　　診療所警備業務委託料

　　　感染性医療用廃棄物処理業務委託料

12 役務費 1,102 　　　自動扉開閉装置保守点検業務委託料

　　　清掃業務委託料

13 委託料 1,796 　　　ボイラー整備点検及び保守点検業務委託料

　　　消防用設備点検業務委託料

14 使用料及び 2,544 　　　電子カルテ・医事会計システム保守点検業務委託料

賃借料 　　　代診嘱託医委託料

　　　公共施設浄化槽維持管理点検業務委託料

19 負担金、補 164 　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　 2,544

助及び交付 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　18

金 　　　全国国保地域医療学会参加者負担金　　　　　　　10



210--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）

　　　地域医療学会出席者負担金　　　　　　　　　　　 8

 

 2 連合会負担金 119 119 0 119 19 負担金、補 119 連合会負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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

計 69,412 67,809 1,603 45,694 23,718

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 769 690 79 769  9 旅費 265 研究研修費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 769

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 265

11 需用費 45 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 459

19 負担金、補 459 　　　日本医師会会費　　　　　　　　　　　　　　　　28

助及び交付 　　　岩手県医師会会費　　　　　　　　　　　　　　　25

金 　　　遠野市医師会会費　　　　　　　　　　　　　　　24

　　　全国国民健康保険診療施設協議会通常会費　　　　50

　　　岩手県保険医協会会費　　　　　　　　　　　　　42

　　　全国国保地域医療学会参加者負担金　　　　　　　10

　　　医師研修会参加者負担金　　　　　　　　　　　　80

　　　在宅当番医制運営負担金　　　　　　　　　　　 200

計 769 690 79 769



-211-２款  医業費 ３款  施設整備費

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）

 

 1 医療用機械器 1,798 5,994 △4,196 1,798 11 需用費 60 医療用機械器具費　　　　　　　　　　　　　　　　 1,798

具費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

13 委託料 1,738 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,738

　　　Ｘ線撮影装置保守点検業務委託料

　　　画像診断システム保守点検業務委託料

 

 2 医療用消耗器 875 909 △34 875 11 需用費 875 医療用消耗器材費　　　　　　　　　　　　　　　　　 875

材費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 875

 

 3 医薬品衛生材 14,162 18,101 △3,939 14,162 11 需用費 14,162 医療用衛生材料費　　　　　　　　　　　　　　　　14,162

料費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,162

 

 4 検査手数料 2,173 2,502 △329 2,173 12 役務費 2,173 検査手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,173

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,173

計 19,008 27,506 △8,498 19,008

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）

 

 1 施設整備費 3,297 0 3,297 3,297 11 需用費 378 施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,297

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 378

13 委託料 467 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 467

　　　中央診療所増築工事設計業務委託料

15 工事請負費 2,452 　工事請負費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,452

　　　中央診療所増築工事請負費



212--３款  施設整備費 ４款  予備費

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）

計 3,297 0 3,297 3,297

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 100 100 0 100 予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100

計 100 100 0 100


