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議案第１号　　

令和４年度（2022年度）北河内二次救急医療協議会会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第　1　条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ　50,720千円と定める。

第　2　条 歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は｢第１表歳入歳出予算」による。

　令和４年(2022年)２月８日　　　提出

北河内二次救急医療協議会

会　長　　枚方市長　　伏　見　　隆

令和４年度（2022年度）北河内二次救急医療協議会会計予算

－１－



歳　　　　入
款 項

　　　　千円

　1．　 　負　　　　　　担　　　　　　金 50,419

　②　　繰　　　　　　　越　　　　　　　金 300

　1．　　 繰　　　　　　越　　　　　　金 300

　③　　諸　　　　　　　収　　　　　　　入 1

　1．　　雑　　　　　　　　　　　　　　　入 1

50,720

歳　　　　出
款 項

　　　　千円

　1．　　事　　　　　　務　　　　　　費 50,719

　②　　予　　　　　　備　　　　　　　費 1

　１．　　予　　　　　　備　　　　　　費 1

50,720

－2－

第１表　　　　歳　　入　　歳　　出　　予　　算

歳　　　　　　　入　　　　　　　合　　　　　　　計

歳　　　　　　　出　　　　　　　合　　　　　　　計

金　　　　　　　　　　　額

金　　　　　　　　　　　額

　①　　分　担　金　及　び　負　担　金

　①　　事　　　　　　務　　　　　　　費

50,419

50,719



1．　総　　　括

　　（歳　　　　入）

千円 千円 千円

　①　　分担金及び負担金 50,419 50,420 △ 1

　②　　繰　　　　越　　　　金 300 300 0

　③　　諸　　　　収　　　　入 1 1 0

50,720 50,721 △ 1

　　（歳　　　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 　

　①　事　務　費 50,719 50,720 △ 1 50,719

　②　予　備　費 1 1 0 1

歳出合計 50,720 50,721 △ 1 50,719 1

－3－

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

比　　　　較

歳　　入　　合　　計

款

款 本年度予算額 前年度予算額

地方債

本年度予算額 前年度予算額 比　　　較

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

　特　　定　　財　　源
一般財源

国府支出金 その他



２．歳　　　　入

　第１款　　分担金及び負担金

　　（項）　　1．負　担　金

　区　　　　　　　分
千円 千円 千円 千円

　合　　　　　　　計 50,419 50,420 △ 1 50,419

　第2款　繰　越　金

　　（項）　　1．繰  越  金
千円 千円 千円 千円

　合　　　　　　　計 300 300 0 300

　第3款　諸　収　入

　　（項）　　1．雑　　　入
千円 千円 千円 千円

　合　　　　　　　計 1 1 0 1

1．　雑　　　入

50,419 △ 11．　負担金

目

1．　雑　　　入 1 1 0

節

雑　　　　　入

－4－

繰　　越　　金1．  繰越金

50,419

300

説　　　　　　　明

　負　　担　　金

1

1．  繰越金

金　　　　　　　　額

300 300 0

本年度予算額 前年度予算額 比　　　　　　較

50,420 1．　負担金



３．　歳　　　出
　第1款　　事　務　費
　（項）　　1．　　事　務　費

　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円

1．　一般 50,719 50,720 △ 1 50,719 11．需用費 268 消耗品費 100
管理費 印刷製本費 68

修繕料 100
　

12．役務費 109 通信運搬費 89
手数料 20

14．使用料 123 使用料及び賃借料 123
及び賃借料

18．備品購 100 庁用器具費 100
入費

19．負担金 50,119 補助金 50,119
補助及び

交付金 21,000,000円

25,209,000円

3,910,000円

国府支出金

（小児救急協力医療機関支援事業）

予算額

前年度

予算額
説　　　　　　　　　　明比　　較

本　年　度　の　財　源　内　訳

金　　額

節
特　　定　　財　　源

地方債
一般財源 区　　分

－5－

目
本年度

50,719△ 1

（病院群輪番制病院運営事業）

その他

合　　　計 50,719 50,720

（小児救急医療支援事業）



　第2款　　予　備　費
　（項）　　1．　　予　備　費

　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円

1．予備費 1 1 0 1
　

国府支出金
比　　較 特　　定　　財　　源

一般財源
地方債 その他

－6－

目
本年度 前年度 本　年　度　の　財　源　内　訳

予算額 予算額

1合　　　計 1 1 0

節
説　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額



（参考資料）

期　間 期　間
年度 年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

　コピー機賃借料 578 2～3 115 4～6 463 ― ― 463 ―

一般財源
国府支出金 地方債 その他

　特　　定　　財　　源

- 7 -

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　　　

事　　　業　　　名

前年度末までの支出（見込）額 当該年度以降の支出予定額 左　の　財　源　内　訳

限度額
金　　　額 金　　　額



（参考資料）

【府補助金】
二次救急医療体制補助（補助基準日数　休日72日・夜間365日）

　・小児救急医療補助金
休日 41,148 円× 72 日= 2,962,656 円…①
夜間 41,148 円× 365 日= 15,019,020 円…②
夜間加算 19,782 円× 365 日= 7,220,430 円…③

（①+②+③）×２／３ ≒ 16,801,000 円

府補助金　合計 16,801,000 円

　【各市負担金明細】

協議会歳出合計（事務費） 府補助金 繰越金充当額 負担金総額

50,719,000 円　　　－ 16,801,000 円　- 　300,000円　　　＝ 33,618,000円

人口割(10%） 実績割(90%) 小計
人 ％ 千円 千円 千円 千円 千円 千円

守　口　市 143,043 12.538 49 1,511 1,560 50 5,297

枚　方　市 397,917          34.879 136 56 192 10,449

寝屋川市 229,138 20.085 79 412 491 50 6,448

大　東　市 118,663 10.401 41 497 538 50 3,647

門　真　市 119,611 10.485 41 790 831 50 3,964

四條畷市 55,073 4.827 19 237 256 50 1,726

交　野　市 77,405 6.785 26 16 42 50 2,087

合　　　計 1,140,850 100.000 391 3,519 3,910 300 33,618

令和４年度(2022年度)　各市負担金内訳

市　　名 人　　口 比　　率 事務負担金 合　　　計
協力医療機関支援事業補助負担金

人口割(100%)

1,420

1,995

3,059

救急医療対策
事業運営費
補助負担金

－8－

29,408

3,687

10,257

5,907

3,083

（R3.10.1現在）


