
（様式２）

単位：百万円

(5,000百万円)

(36百万円)

B

C

F　運用方法と運用収入実績について

運用金額
(百万円）

運用収入
(円)

5,000百万円 36,474,763円

0百万円 0円

国債

政保債・地方債

その他社債等

執行済み額（C)の
平成24年度合計 1,164百万円

科目 当該運用方法を選択している理由

預貯金
基金の弾力的運用ができかつ確
実な運用方法であるため

短期・長期信託

執行（支出）済み額 2,668百万円

E

翌半期以降の執行
見込みについて

平成２５年度までに順次執行予定

（執行見込額） 2,369百万円

執行済み額（C)の
平成23年度合計 910百万円

執行済み額（C)の
平成21年度合計 0百万円
執行済み額（C)の
平成22年度合計 594百万円

有価証券

A

基金造成のための
国からの交付決定額

【平成21年度補正予算】
（運用収入を含む。）

5,036百万円

（国からの交付決定額）

（運用収入額）

平成２４年度上半期終了時
におけるAの金額の残高

（A-C）
2,369百万円

平成２１年度補正予算において設けられた
基金の執行状況等について

基金名称 山梨県地域医療再生臨時特例基金

基金設置法人名 山梨県
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D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

峡南地域医療連携協議会委
員に対する報償

39,000 個人　６名

峡南地域医療連携協議会委
員に対する費用弁償

4,921 個人　６名

峡南地域医療連携協議会用
茶代

1,870 野澤商店

地域医療連携協議会長印作
成

3,990 城定商事

在宅医療支援協議会委員に
対する報償

65,000 個人　１０名

在宅医療支援協議会委員に
対する費用弁償

10,027 個人　１０名

在宅医療支援協議会用茶代 2,860 野澤商店

峡南地域医療連携協議会委
員に対する報償

52,000 個人　８名

在宅医療支援協議会委員に
対する報償

65,000 個人　１０名

峡南地域医療連携協議会委
員に対する費用弁償

8,917 個人　７名

在宅医療支援協議会委員に
対する費用弁償

5,920 個人　１０名

峡南地域医療連携協議会用
茶代

1,650 野澤商店

在宅医療支援協議会用茶代 2,860 野澤商店

峡南地域医療連携協議会委
員に対する報償

32,500 個人　計５名

在宅医療支援協議会委員に
対する報償

78,000 個人　計１２名

富士東部地域医療連携協議
会委員に対する報償

32,500 個人　計５名

峡南地域医療連携協議会委
員に対する費用弁償

2,146 個人　計４名

在宅医療支援協議会委員に
対する費用弁償

11,840 個人　計１２名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

3,996 個人　計５名

峡南地域医療連携協議会用
茶代

880 野澤商店

在宅医療支援協議会用茶代 2,860 野澤商店

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

5,250 (有)ハクホウ食品

峡南地域医療連携協議会委
員に対する報償

32,500 個人　計５名

富士東部地域医療連携協議
会委員に対する報償

13,000 個人　計２名

峡南地域医療連携協議会委
員に対する費用弁償

2,146 個人　計４名

H22年9月 報償費

H22年9月 旅費

H22年8月 食糧費

H22年8月 食糧費

H22年9月 報償費

H22年8月 旅費

H22年8月 旅費

H22年8月 食糧費

H22年8月 報償費

H22年8月 報償費

H22年8月 旅費

H22年7月 食糧費

H22年7月 食糧費

H22年8月 報償費

H22年7月 報償費

H22年7月 旅費

H22年7月 旅費

H22年6月 食糧費

H22年7月 報償費

H22年6月 報償費

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

H22年5月 報償費

H22年5月 旅費

H22年5月 食糧費

H22年6月 需用費

H22年6月 旅費
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D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

1,591 個人　計２名

峡南地域医療連携協議会用
茶代

880 野澤商店

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

2,904 (株)Jマート

富士・東部地域医療連携協
議会用夕食代

6,720 (有)兜

峡南地域医療連携協議会委
員に対する報償

78,000 個人　計１２名

在宅医療支援協議会委員に
対する報償

65,000 個人　計１０名

富士東部地域医療連携協議
会委員に対する報償

19,500 個人　計３名

峡南地域医療連携協議会委
員に対する費用弁償

10,249 個人　計１２名

在宅医療支援協議会委員に
対する費用弁償

10,323 個人　計１０名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

6,660 個人　計５名

峡南地域医療連携協議会用
茶代

3,300 野澤商店

在宅医療支援協議会用茶代 2,860 野澤商店

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

2,640 (株)Jマート

「在宅医療・在宅ケアを考え
る講演会」講師報償

100,000 個人　１名

「在宅医療・在宅ケアを考え
る講演会」講師費用弁償

39,040 個人　１名

「在宅医療・在宅ケアを考え
る講演会」会場使用料

34,500
身延町総合文化会
館

富士東部地域医療連携協議
会委員に対する報償

71,500 個人　計１１名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

7,918 個人　計１１名

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

5,016 (株)Jマート

峡南中南部医療連携に係る企
画提案審査委員に対する報償

19,500 個人　計３名

峡南中南部医療連携に係る企画提
案審査委員に対する費用弁償 2,072 個人　計３名

峡南中南部医療連携に係る企
画提案審査委員に対する報償

19,500 個人　計３名

峡南中南部医療連携に係る企画提
案審査委員に対する費用弁償 3,293 個人　計３名

医療体制機能強化促進事業
費補助金精算払

32,865,000 大月市立中央病院

峡南地域医療連携協議会委
員に対する報償

19,500 個人　計３名

H22年12月 旅費

H23年1月 補助金

H23年2月 報償費

H22年11月 報償費

H22年11月 旅費

H22年12月 報償費

H22年11月 報償費

H22年11月 旅費

H22年11月 食糧費

H22年10月 報償費

H22年10月 旅費

H22年10月 使用料

H22年10月 食糧費

H22年10月 食糧費

H22年10月 食糧費

H22年10月 旅費

H22年10月 旅費

H22年10月 旅費

H22年10月 報償費

H22年10月 報償費

H22年10月 報償費

H22年9月 食糧費

H22年9月 食糧費

H22年9月 食糧費

H22年9月 旅費
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D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

富士東部地域医療連携協議
会委員に対する報償

6,500 個人　計１名

峡南地域医療連携協議会委
員に対する費用弁償

2,368 個人　計３名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

37 個人　計１名

峡南地域医療連携協議会用
茶代

770 野澤商店

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

1,232 (株)Jマート

医療体制機能強化促進事業
費補助金精算払

67,033,050 山梨赤十字病院

峡南地域医療連携協議会委
員に対する報償

123,500 個人　計１９名

富士東部地域医療連携協議
会委員に対する報償

58,500 個人　計９名

峡南地域医療連携協議会委
員に対する費用弁償

14,689 個人　計１５名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

8,251 個人　計９名

峡南地域医療連携協議会用
茶代

4,620 野澤商店

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

4,220 (株)Jマート

医療体制機能強化促進事業
費補助金概算払い

18,690,000 大月市立中央病院

峡南北部地域医療連携推進
調査検討費補助金の概算払

11,150,000
地域医療体制調査
検討委員会

峡南中南部地域医療連携方
策に係る基礎調査業務委託

5,250,000 アイテック㈱

医療体制機能強化促進事業
費補助金精算払

150,000,000 富士吉田市立病院

医療体制機能強化促進事業
費補助金精算払

240,000,000 都留市立病院

峡南北部地域医療連携推進
調査検討費補助金の精算払

679,000
地域医療体制調査
検討委員会

在宅歯科医師育成事業費補
助金の精算払

3,000,000 山梨県歯科医師会

地域医療従事者育成支援事
業費補助金の精算払

1,212,000 飯富病院

医療体制機能強化促進事業
費補助金精算払

62,719,000 山梨赤十字病院

医療体制機能強化促進事業
費補助金の戻入

-50 山梨赤十字病院

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する報償

19,500 個人　計３名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する報償

6,500 個人　計１名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

1,628 個人　計３名H23年6月 旅費

H23年5月
出納整理期

補助金

H23年6月 報償費

H23年6月 報償費

H23年5月
出納整理期

補助金

H23年5月
出納整理期

補助金

H23年5月
出納整理期

補助金

H23年4月
出納整理期

補助金

H23年4月
出納整理期

補助金

H23年5月
出納整理期

補助金

H23年3月 補助金

H23年3月 補助金

H23年4月
出納整理期

委託料

H23年3月 旅費

H23年3月 食糧費

H23年3月 食糧費

H23年3月 報償費

H23年3月 報償費

H23年3月 旅費

H23年2月 食糧費

H23年2月 食糧費

H23年2月 補助金

H23年2月 報償費

H23年2月 旅費

H23年2月 旅費



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

37 個人　計１名

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

1,782
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

1,386
総合食品（株）
マルシゲ

医師修学資金貸与 1,560,000 個人２人

地域医療連携協議会委員に
対する報償

26,000 個人　計4名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

3,552 個人　計4名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

在宅医療支援協議会委員に
対する報償

52,000 個人　計8名

協議会委員に対する費用弁
償

7,511 個人　計8名

在宅医療支援協議会用茶代 2,310 野澤商店

富士・東部地域医療連携協
議会部会員に対する報償

26,000 個人　計４名

富士・東部地域医療連携協
議会部会員に対する報償

32,500 個人　計５名

富士・東部地域医療連携協議
会部会員に対する費用弁償

3,996 個人　計４名

富士・東部地域医療連携協議
会部会員に対する費用弁償

4,144 個人　計５名

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

1,584
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部歯科救急拠点整備
検討委員会委員に対する報償

71,500 個人　計１１名

富士・東部歯科救急拠点整備
検討委員会委員に対する報償

65,000 個人　計１０名

富士・東部歯科救急拠点整備検討
委員会委員に対する費用弁償 16,243 個人　計１１名

富士・東部歯科救急拠点整備検討
委員会委員に対する費用弁償 14,689 個人　計１０名

富士・東部歯科救急拠点整
備検討委員会用茶代

3,069
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部歯科救急拠点整
備検討委員会用茶代

2,970
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部歯科救急拠点整備検討委員
会委員に対する費用弁償（高速代） 12,000 個人　計４名

富士・東部歯科救急拠点整備検討委員
会委員に対する費用弁償（高速代） 12,000 個人　計４名

就業看護師研修センター設
置事業費補助金の精算払い

95,972,000 県立大学

医療体制機能強化促進事業
費補助金の精算払い

25,515,000 大月市立中央病院

H23年9月 補助金

H23年9月 補助金

H23年9月 食糧費

H23年9月 使用料

H23年9月 使用料

H23年9月 旅費

H23年9月 旅費

H23年9月 食糧費

H23年9月 食糧費

H23年9月 報償費

H23年9月 報償費

H23年9月 報償費

H23年9月 旅費

H23年9月 旅費

H23年9月 旅費

H23年9月 食糧費

H23年9月 報償費

H23年8月 旅費

H23年8月 食糧費

H23年9月 報償費

H23年6月 食糧費

H23年7月 貸付金

H23年8月 報償費

H23年6月 旅費

H23年6月 食糧費



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する報償

6,500 個人　計１名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する報償

52,000 個人　計１０名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

37 個人　計１名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

5,957 個人　計１０名

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

4,752
総合食品（株）
マルシゲ

医師修学資金貸与 780,000 個人２人

地域医療連携協議会委員に
対する報償

45,500 個人　計7名

地域医療連携協議会委員に
対する報償

19,500 個人　計3名

地域医療連携協議会委員に
対する報償

71,500 個人　計11名

地域医療連携協議会委員に
対する報償

39,000 個人　計6名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

4,921 個人　計6名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

2,368 個人　計3名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

7,252 個人　計11名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

4,847 個人　計5名

地域医療連携協議会用茶代 990 野澤商店

地域医療連携協議会用茶代 770 野澤商店

地域医療連携協議会用茶代 3,300 野澤商店

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

富士・東部地域医療連携協
議会部会員に対する報償

26,000 個人　計４名

富士・東部地域医療連携協議
会部会員に対する費用弁償

2,035 個人　計４名

在宅医療支援協議会講師に
対する報償

125,000 個人　計4名

在宅医療支援協議会講師に
対する費用弁償

56,653 個人　計4名

在宅医療支援協議会会場・
機材使用料

25,230 市川三郷町

富士・東部歯科救急拠点整備
検討委員会委員に対する報償

71,500 個人　計１１名

富士・東部歯科救急拠点整備
検討委員会委員に対する報償

65,000 個人　計１１名

H23年12月 使用料

H23年12月 報償費

H23年12月 報償費

H23年11月 旅費

H23年12月 報償費

H23年12月 旅費

H23年11月 食糧費

H23年11月 食糧費

H23年11月 報償費

H23年11月 旅費

H23年11月 食糧費

H23年11月 食糧費

H23年11月 旅費

H23年11月 旅費

H23年11月 旅費

H23年11月 報償費

H23年11月 報償費

H23年11月 報償費

H23年10月 食糧費

H23年10月 貸付金

H23年11月 報償費

H23年10月 報償費

H23年10月 旅費

H23年10月 旅費

H23年10月 報償費



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

富士・東部歯科救急拠点整備検討
委員会委員に対する費用弁償 16,243 個人　計１１名

富士・東部歯科救急拠点整備検討
委員会委員に対する費用弁償 15,762 個人　計１１名

富士・東部歯科救急拠点整備
検討委員会用茶代

4,800
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部歯科救急拠点整備検討委員
会現地視察のためのバスの借り上げ 30,900 （有）北富士観光

富士・東部歯科救急拠点整備検討委員
会委員に対する費用弁償（高速代） 12,000 個人　計４名

富士・東部歯科救急拠点整備検討委員
会委員に対する費用弁償（高速代） 12,000 個人　計４名

在宅歯科診療設備整備事業
費補助金の精算払い

9,416,000 山梨県歯科医師会

在宅医療支援センター設置
事業費補助金の概算払い

8,150,000 飯富病院

富士東部地域における人口
重心解析業務委託

105,000 内外地図(株）

在宅健康管理システム整備
事業費補助金の概算払い

3,560,000 飯富病院

医師修学資金貸与 780,000 個人２人

地域医療従事者研修奨励金 210,000 個人１名

富士・東部地域医療連携協
議会部会員に対する報償

32,500 個人　計５名

富士・東部地域医療連携協議
会部会員に対する費用弁償

4,144 個人　計５名

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

1,500
総合食品（株）
マルシゲ

医療体制機能強化促進事業
費補助金の概算払い

22,335,000 大月市立中央病院

医療体制機能強化促進事業
費補助金の精算払い

150,000,000 富士吉田市立病院

峡南北部地域医療連携推進調
査検討費補助金の概算払い

1,188,000
地域医療体制調査
検討委員会

在宅医療支援センター設置
事業費補助金の概算払い

3,740,000 飯富病院

医療体制機能強化促進事業
費補助金の概算払い

10,227,000 上野原市立病院

地域医療連携協議会委員に
対する報償

39,000 個人　計6名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

4,847 個人　計5名

地域医療連携協議会用茶代 770 野澤商店

在宅医療支援協議会委員に
対する報償

52,000 個人　計8名

在宅医療支援協議会委員に
対する費用弁償

8,510 個人　計8名H24年3月 旅費

H24年3月 旅費

H24年3月 食糧費

H24年3月 報償費

H24年2月 補助金

H24年3月 補助金

H24年3月 報償費

H24年2月 補助金

H24年2月 補助金

H24年2月 補助金

H24年2月 報償費

H24年2月 旅費

H24年2月 食糧費

H23年12月 補助金

H24年1月 貸付金

H24年1月 交付金

H23年12月 補助金

H23年12月 補助金

H23年12月 委託料

H23年12月 使用料

H23年12月 使用料

H23年12月 使用料

H23年12月 旅費

H23年12月 旅費

H23年12月 食糧費



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

在宅医療支援協議会用茶代 2,750 野澤商店

医療体制機能強化促進事業
費補助金の精算払い

249,900,000 大月市立中央病院

ドクターヘリパンフレット作成 342,300 （株）アドブレーン社

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

2,300,000 大月市立中央病院

医療体制機能強化促進事業費補助金
の仕入控除税額確定に伴う返還金 -588,372 山梨赤十字病院

医療体制機能強化促進事業費補助金
の仕入控除税額確定に伴う返還金 -550,507 山梨赤十字病院

地域医療連携協議会委員に
対する報償

71,500 個人　計11名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

4,218 個人　計6名

地域医療連携協議会用茶代 3,410 野澤商店

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する報償

84,500 個人　計１３名

富士・東部地域医療連携協
議会委員に対する費用弁償

14,726 個人　計１３名

富士・東部地域医療連携協
議会用茶代

5,400
総合食品（株）
マルシゲ

在宅歯科診療従事者育成補
助金の精算払い

3,000,000
(社)山梨県歯科医師
会

在宅医療支援センター設置
事業費補助金の精算払い

2,510,000 飯富病院

医療体制機能強化促進事業
費補助金の精算払い

150,000,000 山梨赤十字病院

医療体制機能強化促進事業
費補助金の精算払い

80,000,000 都留市立病院

基幹薬局体制整備事業費補
助金の精算払い

6,000,000
（有）快療堂薬局（レ
モン薬局）

医療体制機能強化促進事業
費補助金の精算払い

19,939,000 山梨赤十字病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

3,460,000 富士吉田市立病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

1,914,000 山梨赤十字病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

1,844,000 都留市立病院

峡南北部地域医療連携推進
調査検討費補助金の精算払
い

630,000
市川三郷町・富士川町新
病院設置協議会

地域医療従事者育成支援事
業費補助金の精算払い

274,000 市川三郷町立病院

地域医療従事者育成支援事
業費補助金の精算払い

72,000 鰍沢病院

地域医療従事者育成支援事
業費補助金の精算払い

1,010,000 飯富病院

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

旅費

H24年4月
出納整理期

食糧費

H24年4月
出納整理期

補助金

H24年4月
出納整理期

旅費

H24年4月
出納整理期

食糧費

H24年4月
出納整理期

報償費

H24年3月 委託料

H24年3月 補助金

H24年4月
出納整理期

報償費

H24年3月 食糧費

H24年3月 補助金

H24年3月

H24年3月

雑入

雑入



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

在宅健康管理システム整備
事業費補助金の精算払い

1,195,000 飯富病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

1,476,000 上野原市立病院

ドクターヘリ導入事業費補助
金の精算払い

49,785,000 県立中央病院

医師修学資金貸与 780,000 個人２人

地域医療連携協議会委員に
対する報償

26,000 個人　計4名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

1,591 個人　計4名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

地域医療連携協議会委員に
対する報償

32,500 個人　計5名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

1,887 個人　計5名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

富士・東部地域協議会委員
に対する報償

13,000 個人　計２名

富士・東部地域協議会委員
に対する費用弁償

333 個人　計２名

富士・東部地域協議会用茶
代

1,500
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部地域協議会委員
に対する報償

26,000 個人　計４名

富士・東部地域協議会委員
に対する費用弁償

3,552 個人　計４名

富士・東部地域協議会用茶
代

2,100
総合食品（株）
マルシゲ

医師修学資金貸与 780,000 個人２人

医師修学資金貸与 780,000 個人１人

地域医療連携協議会委員に
対する報償

32,500 個人　計5名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

962 個人　計2名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

地域医療連携協議会委員に
対する報償

26,000 個人　計4名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

3,515 個人　計4名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

医療体制強化促進事業費補
助金の概算払い

322,961,000 上野原市立病院

H24年7月 報償費

H24年7月 旅費

H24年7月 食糧費

H24年7月 補助金

H24年7月 報償費

H24年7月 旅費

H24年7月 食糧費

H24年6月 報償費

H24年6月 旅費

H24年6月 食糧費

H24年7月 報償費

H24年7月 旅費

H24年7月 需用費

H24年6月 報償費

H24年6月 旅費

H24年6月 需用費

H24年5月 報償費

H24年5月 旅費

H24年5月 食糧費

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月
出納整理期

補助金

H24年5月 貸付金

H24年7月 貸付金

H24年7月 貸付金



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

医療情報ネットワーク基本設
計業務委託

4,935,000 ㈱永産システム開発

病院群臨床研修プログラム
整備事業費補助金の精算払
い

2,500,000 山梨赤十字病院

医療情報ネットワーク基本設
計業務委託

3,969,000 ウインテックコミュニケーションズ

基幹薬局体制整備事業費補
助金の精算払い

6,000,000 （有）エフ・ピー・エイ

在宅医療支援協議会委員に
対する報償

78,000 個人　計12名

在宅医療支援協議会委員に
対する費用弁償

11,766 個人　計12名

在宅医療支援協議会用茶代 2,090 野澤商店

地域医療連携協議会委員に
対する報償

26,000 個人　計4名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

1,443 個人　計4名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

峡南中南部地域医療連携推
進事業費補助金の精算払い

160,000,000 身延山病院

峡南中南部地域医療連携推
進事業費補助金の精算払い

60,000,000 しもべ病院

地域医療連携協議会委員に
対する報償

32,500 個人　計5名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

1,887 個人　計5名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

医師修学資金貸与 390,000 個人１人

医師修学資金貸与 780,000 個人２人

地域医療連携協議会委員に
対する報償

32,500 個人　計5名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

1,887 個人　計5名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

富士・東部地域協議会用茶
代

5,200
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部地域協議会委員
に対する報償

78,000 個人　計１２名

富士・東部地域協議会委員
に対する費用弁償

15,910 個人　計１２名

地域医療連携協議会委員に
対する報償

78,000 個人　計12名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

8,214 個人　計12名

報償費

旅費

食糧費

H24年10月

H24年10月

H24年10月

報償費

旅費

H24年11月

H24年11月

報償費

旅費

H24年9月 報償費

H24年9月 旅費

H24年9月 食糧費

H24年8月 報償費

H24年8月 旅費

H24年8月 食糧費

H24年8月 補助金

H24年9月 補助金

H24年8月 報償費

H24年8月 旅費

H24年8月 食糧費

H24年8月 補助金

H24年8月 委託料

H24年8月 補助金

委託料H24年7月

H24年10月 貸付金

H24年10月 貸付金

H24年11月

H24年11月

H24年11月

需用費



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

地域医療連携協議会用茶代 3,410 野澤商店

医療体制強化促進事業費補
助金の精算払い

16,812,000 上野原市立病院

富士東部歯科救急拠点整備
事業費補助金の概算払い

6,175,000 県歯科医師会

医師修学資金貸与 390,000 個人１人

富士・東部地域協議会委員
に対する報償

19,500 個人　計３名

富士・東部地域協議会委員
に対する費用弁償

3,515 個人　計３名

基本計画策定支援業務審査
委員会茶代

840 角源酒店

基本計画策定支援業務審査
委員に対する報償

13,000 個人　計2名

基本計画策定支援業務審査
委員に対する費用弁償

999 個人　計2名

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する報償

65,000 個人　計10名

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する費用弁償

3,996 個人　計10名

峡南北部二病院統合協議会
委員茶代

2,520 角源酒店

医師修学資金貸与 780,000 個人２人

富士東部歯科救急拠点整備
事業費補助金の概算払い

18,889,000 県歯科医師会

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する報償

78,000 個人　計12名

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する費用弁償

4,366 個人　計12名

峡南北部二病院統合協議会
委員茶代

2,520 角源酒店

患者情報共有システム整備
事業費補助金の概算払い

67,599,000 富士吉田医師会

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する報償

65,000 個人　計10名

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する費用弁償

3,034 個人　計10名

峡南北部二病院統合協議会
委員茶代

2,940 角源酒店

峡南北部二病院統合協議会
委員昼食代

28,160 富士急トラベル

視察用バス借上げ 120,200 富士急トラベル

峡南地域在宅・ケアを考える
研修会講師報償

50,000 個人　計１名

峡南地域在宅・ケアを考える
研修会講師費用弁償

1,591 個人　計１名

食糧費H24年11月

H25年1月 食糧費

H25年1月

報償費

H25年1月 旅費

H25年1月 食糧費

H25年1月 使用料

補助金

H25年1月

報償費

旅費

H25年2月

H25年2月

H25年1月 食糧費

H25年1月 補助金

H25年1月 報償費

H25年1月 旅費

H24年12月 報償費

H24年12月 旅費

H24年12月 食糧費

H24年12月 報償費

H24年12月 旅費

H24年12月 食糧費

H24年11月 補助金

H24年11月 補助金

H24年12月

H24年12月

報償費

旅費

H24年11月 貸付金

貸付金H25年1月



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

富士・東部地域協議会用茶
代

1,600
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部地域協議会委員
に対する報償

6,500 個人　計１名

富士・東部地域協議会委員
に対する費用弁償

333 個人　計１名

研修プログラム聞き取り調
査弁当代

10,100 平野屋

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する報償

78,000 個人　計12名

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する費用弁償

5,217 個人　計12名

峡南北部二病院統合協議会
委員茶代

2,520 角源酒店

富士・東部地域協議会用茶
代

2,200
総合食品（株）
マルシゲ

富士・東部地域協議会委員
に対する報償

26,000 個人　計４名

富士・東部地域協議会委員
に対する費用弁償

4,625 個人　計４名

在宅医療支援部会委員に対
する報償

58,500 個人　計９名

在宅医療支援部会委員に対
する費用弁償

9,509 個人　計９名

在宅医療支援部会用茶代 2,860 野澤商店

峡南在宅ドクターネット構築
事業費補助金の精算払い

597,000 飯富病院

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する報償

78,000 個人　計12名

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する費用弁償

4,366 個人　計12名

峡南北部二病院統合協議会
委員茶代

2,520 角源酒店

峡南中南部地域医療連携推
進事業費補助金の精算払い

159,744,000 飯富病院

衛星携帯電話の購入 335,685
（株）NTTドコモ山梨
支店

地域医療連携協議会委員に
対する報償

91,000 個人　計14名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

7,326 個人　計７名

地域医療連携協議会用茶代 4,400 野澤商店

地域医療連携協議会委員に
対する報償

39,000 個人　計6名

地域医療連携協議会委員に
対する費用弁償

3,626 個人　計5名

地域医療連携協議会用茶代 880 野澤商店

H25年2月 食糧費

H25年3月

H25年3月

報償費

旅費

H25年2月 報償費

H25年2月 旅費

H25年3月 旅費

H25年3月 食糧費

H25年3月 補助金

食糧費

報償費

旅費

食糧費

H25年4月
出納整理期

H25年4月
出納整理期

H25年4月
出納整理期

H25年4月
出納整理期

H25年4月
出納整理期

H25年4月
出納整理期

H25年3月 補助金

H25年3月 報償費

報償費

旅費

食糧費

H25年3月

H25年3月 需用費

H25年3月 報償費

H25年2月 食糧費

H25年3月 旅費

H25年4月
出納整理期

備品

H25年2月 需用費

H25年2月 報償費

H25年2月 旅費



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

地域医療従事医師確保事業
費補助金の精算払い

7,000,000 大月市立中央病院

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する報償

78,000 個人　計12名

峡南北部二病院統合協議会
委員に対する費用弁償

5,217 個人　計12名

峡南北部二病院統合協議会
委員茶代

2,520 角源酒店

地域医療従事者育成支援事
業費補助金の精算払い

520,000 飯富病院

地域医療従事者育成支援事
業費補助金の精算払い

100,000 市川三郷町立病院

ドクターヘリ地域搬送拠点整
備事業費補助金の概算払い

5,141,000 市川三郷町

ドクターヘリ地域搬送拠点整
備事業費補助金の概算払い

30,000,000 身延町

市川三郷及び鰍沢病院の不
動産鑑定評価業務

4,989,600
山梨県不動産鑑定
士協会

地域医療従事者育成支援事
業費補助金の精算払い

76,000 社会保険鰍沢病院

峡南中南部地域医療連携推
進事業費補助金の精算払い

20,000,000 南部町

甲府地域医療センター整備
事業費補助金の精算払い

34,324,000 甲府市

ドクターヘリ地域搬送拠点整
備事業費補助金の概算払い

26,773,000 南部町

在宅医療支援センター設置
事業費補助金の精算払い

8,620,000 飯富病院

在宅健康管理システム精美
事業費補助金の精算払い

2,879,000 飯富病院

在宅歯科診療従事者育成補
助金の精算払い

3,000,000 山梨県歯科医師会

地域医療従事医師確保事業
費補助金の精算払い

7,000,000 大月市立中央病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

1,700,000 富士吉田市立病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

1,688,000 山梨赤十字病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

1,113,000 都留市立病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

1,000,000 大月市立中央病院

コメディカル育成支援事業費
補助金の精算払い

1,100,000 上野原市立病院

富士東部歯科救急拠点整備
事業費補助金の精算払い

70,461,000 山梨県歯科医師会

富士東部地域災害時医療情報ネット
ワーク整備事業費補助金の精算払い 378,000 富士河口湖町

富士東部地域災害時医療情報ネット
ワーク整備事業費補助金の精算払い 756,000 小菅村

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

報償費

H25年4月
出納整理期

旅費

H25年4月
出納整理期

食糧費

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

H25年4月
出納整理期

H25年4月
出納整理期

委託料

補助金

補助金

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年4月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金

H25年5月
出納整理期

補助金



（様式２）

D 単位：円

支出目的 支出額 支出相手先

執行済み額（C)の内訳

支出月 科目

ドクターヘリ運用事業費補助
金の精算払い

98,820,000 山梨県立中央病院
H25年5月
出納整理期

補助金


