
-213-１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 71,356 73,233 △1,877 48,581 22,775  1 報酬 7,744 職員人件費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,806

　給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,015

 2 給料 19,015 　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,814

　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,883

 3 職員手当等 27,492 　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　94

一般管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,550

 4 共済費 8,440 　報酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,744

　職員手当等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,678

 7 報償費 80 　共済費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,557

　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80

 8 旅費 309 　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 309

　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,884

10 需用費 1,884 　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,202

　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,252

11 役務費 1,202 　　　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 委託料 2,252 　　　自動扉開閉装置保守点検業務委託料

　　　清掃業務委託料

13 使用料及び 2,819 　　　消防用設備点検業務委託料

賃借料 　　　電子カルテ・医事会計システム保守点検業務委託料

　　　代診嘱託医委託料

18 負担金、補 119 　　　公共施設浄化槽維持管理点検業務委託料

助及び交付 　　　診療所待合室早朝鍵管理業務委託料

金 　　　除雪業務委託料

　　　害虫駆除管理業務委託料

　使用料及び賃借料　　　　　　　　　　　　　　　 2,819



214--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）

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　　25

　　　全国国保地域医療学会参加者負担金　　　　　　　12

　　　市町村互助会負担金　　　　　　　　　　　　　　13

　

 

 2 連合会負担金 119 119 0 119 18 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 71,475 73,352 △1,877 48,581 22,894

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 678 728 △50 678  8 旅費 156 研究研修費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 678

　旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 156

10 需用費 46 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46

　負担金、補助及び交付金　　　　　　　　　　　　　 476

18 負担金、補 476 　　　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　　　　65

　　　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　　　　　　　12



-215-１款  総務費 ２款  医業費

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）

　　　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 678 728 △50 678

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 1,885 1,885 0 1,885 10 需用費 60 医療用機械器具費　　　　　　　　　　　　　　　　 1,885

具費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60

12 委託料 1,825 　委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,825

　　　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 1,046 935 111 1,046 10 需用費 1,046 医療用消耗器材費　　　　　　　　　　　　　　　　 1,046

材費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,046

 

 3 医薬品衛生材 9,772 10,598 △826 9,772 10 需用費 9,772 医療用衛生材料費　　　　　　　　　　　　　　　　 9,772

料費 　需用費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,772

 

 4 検査手数料 2,976 2,560 416 2,976 11 役務費 2,976 検査手数料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,976

　役務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,976

計 15,679 15,978 △299 15,679



216--３款  予備費 △款　施設整備費

３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

△款　施設整備費   △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）

△ 施設整備費 0 598 △598 （廃款）

計 0 598 △598


