
令和４年度（2022年度）

北河内夜間救急センター協議会会計予算書（案）

北河内夜間救急センター協議会

資料４





議案第３号　　

令和4年度（2022年度）北河内夜間救急センター協議会会計予算は、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195,637千円と定める。

2 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。

（一時借入金）
第　2　条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、21,000千円

と定める。

　令和4年（2022年）2月8日　提出

北河内夜間救急センター協議会

会　長　　枚方市長　　伏　 見   　隆

令和４年度（2022年度）北河内夜間救急センター協議会会計予算
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歳　　　　入
款 項

　　　　千円

　1．　 　負　　 　　　　担　　 　　　　金 195,617

　②　　繰　　　　　　　越　　　　　　　金 10

　1．　　 繰　　 　　　　越　　 　　　　金 10

　③　　諸　　　　　　　収　　　　　　　入 10

　1．　　雑　　　　　　　　　　　　　　　入 10

195,637

歳　　　　出
款 項

　　　　千円

　1．　　事　　　　　　　務　　　　　　　費 195,583

　②　　公　　　　　　　債　　　　　　　費 34

　1．　　公　　　　　　　債　　　　　　　費 34

　③　　予　　　　　　　備　　　　　　　費 20

　1．　　予　　　　　　　備　　　　　　　費 20

195,637
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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

195,617

195,583



1．　総　　　括

　　（歳　　　　入）

千円 千円 千円

195,617 204,842 △ 9,225

10 10 0

10 417 △ 407

195,637 205,269 △ 9,632

　　（歳　　　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

　①　事　　　　務　　　　費 195,583 205,215 △ 9,632 195,583

　②　公　　　　債　　　　費 34 34 0 34

　③　予　　　　備　　　　費 20 20 0 20

歳　　出　　合　　計 195,637 205,269 △ 9,632 195,617 20

　　③　　緒               収               入

地方債

本年度予算額

比　　　　較
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　　①　　分　担　金　及　び　負　担　金

その他国府支出金

比　　　較

本　年　度　予　算　額　の　財　源　内　訳

前年度予算額

　　②　　繰               越               金

前年度予算額

款

歳　入　歳　出　予　算　事　項　別　明　細　書

歳　　     入　    　合　     　計

本年度予算額

　特　　定　　財　　源
一般財源

款



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 195,617 204,842 △ 9,225 195,617

　第2款　繰　越　金

　　（項）　　1．繰越金
千円 千円 千円 千円

　合　　　　　計 10 10 0 10

　第3款　諸　収　入

　　（項）　　1．雑　　　入
千円 千円 千円 千円

　合　　　　　計 10 417 △ 407 10 その他雑入　　　　 　　　　　　　　　  10,000円
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10 417 △ 407

△ 9,225

繰　　越　　金

雑　　　　　入

1．繰越金

1．　雑　　入

　負　　担　　金1．　負担金1．　負担金 195,617

10

10

目 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　　　較

195,617

説　　　　　　　明

204,842

1．　繰越金

1．　雑　　入

節

  金　　　   額

10 10 0



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 195,583 205,215 △ 9,632 195,583 8.報償費 15 講師謝礼 15
　　　管理費

9.旅費 10 費用弁償

10.交際費 10 協議会交際費

11.需用費 5,566 消耗品費　　  　　　　　  　   

食糧費

印刷製本費

修繕料

医薬材料費

被　服　費

12.役務費 1,427 通信運搬費

手　数　料

保　険　料

　医師賠償責任保険 90,000円

　動産総合保険 20,000円

　普通傷害保険    　　　　        600,000円

　サイバー保険    　　　　        　 35,000円

　火災保険    　　　　        　 30,000円

広　告　料 1

4,276

130

514

137

775

10

10

676

7

277

200

目
本年度
予算額

前年度
予算額

説　　　　　　　　　　明比　　較
本　年　度　の　財　源　内　訳
特　　定　　財　　源

金　  額

節

地方債 その他
一般財源

国府支出金
区　　分

千円

- 5 -



13.委託料 175,281 千円 委　託　料 175,281 千円

　診療業務委託料 　　　　　

　調剤業務委託料　 　　　  　

　医事業務委託料 　　　　　　

　清掃業務委託料　　　　　　　

　クリーニング業務委託料　　   

　検査機器保守点検委託料 　

　一般廃棄物等処理委託料 　

　医療系廃棄物等処理委託料 　

14.使用料及 11,274 使用料及び賃借料
　　び賃借料

18.備品購入 500 庁用器具費
　  費

19.負担金 1,440 電気料金負担金分
　　補助及び 水道料金負担金分
　　交付金

22.補償・ 補 10 補償金
　　填及び賠

　　償金

23.還付金 50

240

10

50

11,274

500

1,200
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△ 9,632205,215 195,583

金　  額
国府支出金

目
本　年　度　の　財　源　内　訳

地方債 その他

節
説　　　　　　　　　　明比　　較 特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分
本年度
予算額

前年度
予算額

合　　　計 195,583



　第2款　　公　債　費
　（項）　　1．　　公　債　費

　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 　 千円 一時借入金利息 34 千円

1．公債費 34 34 0 34 34
　

　第3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 20 20 0 20 20
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20 20

34

特　　定　　財　　源

その他地方債

合　　　計 20 20 0

目
本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　　　　明比　　較 特　　定　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金

説　　　　　　　　　　明
金　　額

目 比　　較
区　　分

国府支出金

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

地方債 その他

34

一般財源

合　　　計 34 34 0

本年度
予算額

前年度
予算額

本年度
予算額

前年度
予算額



（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

　医療事務委託 43,989 R2～R３ 27,720 R4 16,269 16,269

　清掃委託 9,000 - - R４～R6 9,000 9,000

　レセプトコンピュータ賃借料 6,217 R2～R３ 2,440 R４～R6 3,777 3,777

　コピー機賃借料 1,039 R1～R3 207 R4～R5 832 832

　ＣＲＰ検査機器賃借料 4,980 R3 898 R4～R7 4,082 4,082
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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　　　

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

その他

当該年度以降の支出予定額

金　　　額

前年度末までの支出（見込）額

金　　　額
事　　　業　　　名

左　の　財　源　内　訳

限度額 　特　　定　　財　　源
一般財源

国府支出金 地方債



単位:千円

科　　　目 予 算 額 科　　　目 説　　　　　　　　　　明 予 算 額

　歳入合計分　（診療収入）
（年間患者見込数） （患者1人当たり平均単価見込）

3,850 人 円 ＝ 50,050,000 円

50,050 127,474
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説　　　　　　　　　　明

負担金

負担金

診療収入 ×　13,000 50,050

枚方市一般会計予算書（案）　＜抜粋＞

　枚方市負担分 77,424

合　　　　　　　　　　　　　　　　計 合　　　　　　　　　　　　　　　計

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出

50,050

歳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入

協議会歳入へ



　区　分 均等割額 人口割額 実績割額 合計

市　別 (Ａ）　5％ 人口 率 (B）　5％ 患者数 率 (C）　90％ (Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）

千円 人 ％ 千円 人 ％ 千円 千円

　守　　口　　市 1,213 15,802 11.923 868 82 2.558 3,351 5,432

　枚　　方　　市 0 48,853 36.860 2,683 1,829 57.049 74,741 77,424

　寝　屋　川　市 1,213 25,871 19.520 1,420 634 19.775 25,907 28,540

　大　　東　　市 1,213 13,785 10.401 757 138 4.305 5,640 7,610

　門　　真　　市 1,213 11,620 8.767 638 70 2.183 2,860 4,711

　四　條　畷　市 1,213 6,714 5.066 369 140 4.367 5,721 7,303

　交　　野　　市 1,213 9,892 7.463 543 313 9.763 12,791 14,547

7,278 132,537 100.000 7,278 3,206 100.000 131,011 145,567

（注）　人　　　口　…　令和3年10月１日現在の15歳未満人口

　　　　実績累計　…　令和2年11月～令和3年10月分の北河内夜間救急センター患者数の累計 　

人　　　　口 実　績　累　計

各　市　負　担　金　明　細　書

- 10 -

合　　　　計


