
（様式２）

単位：百万円
(800百万円)(2百万円)BC

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)
800百万円 2,111,937円

0百万円 0円

支出月支出月 支出月 支出月>2009/3<2009/10 >2009/9/30 <2010/4/1D 単位：円執行済み額（C)の内訳

有価証券国債政保債・地方債その他社債等

科目 当該運用方法を選択している理由預貯金 基金条例に基づき管理短期・長期信託

執行（支出）済み額 361百万円E 翌半期以降の執行見込みについて 平成27年4月以降、事業実施計画に基づく事業について406百万円を執行予定。その他残額については、平成28年度以降、順次執行予定。（執行見込額） 441百万円

A 基金造成のための国からの交付決定額【平成23年度第3次補正予算】（運用収入を含む。） 802百万円（国からの交付決定額）（運用収入額）平成２６年度下半期終了時におけるAの金額の残高（A-C） 441百万円

執行済み額（C)の平成25年度上半期合計 0百万円執行済み額（C)の平成25年度下半期合計 90百万円

平成２３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 奈良県地域医療再生基金基金設置法人名 奈良県

執行済み額（C)の平成26年度上半期合計 150百万円執行済み額（C)の平成26年度下半期合計 121百万円



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 支出目的 支出額 支出相手先医師確保修学資金貸付金 緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・４～８月分） 4,000,000 医学生４名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（近畿大学医学部・４～９月分） 1,200,000 医学生１名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・４～８月分） 1,000,000 医学生１名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・９～１２月分） 3,200,000 医学生４名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・９～１２月分） 800,000 医学生１名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（近畿大学医学部・１０～３月分） 1,200,000 医学生１名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・１～３月分） 2,400,000 医学生４名緊急医師確保修学資金貸付金月額分（奈良県立医科大学・１～３月分） 600,000 医学生１名緊急医師確保修学資金貸付金入学金（奈良県立医科大学　県内生） 282,000 公立大学法人奈良県立医科大学（医学生１名分）緊急医師確保修学資金貸付金入学金（奈良県立医科大学　県外生） 8,020,000 公立大学法人奈良県立医科大学（医学生１０名分）在宅医療連携体制構築事業 在宅医療連携体制構築事業報償費 381,200 県桜井保健所在宅医療連携体制構築事業報償費 338,700 県郡山保健所在宅医療連携体制構築事業報償費 89,700 県吉野保健所在宅医療連携体制構築事業旅費 67,340 県桜井保健所在宅医療連携体制構築事業旅費 30,640 県郡山保健所在宅医療連携体制構築事業旅費 26,990 県葛城保健所在宅医療連携体制構築事業旅費 60,180 県吉野保健所在宅医療連携体制構築事業需用費 60,000 県桜井保健所在宅医療連携体制構築事業需用費 68,000 県郡山保健所

6月 報償費6月 報償費6月 報償費6月 旅費
3月 貸付金

6月 旅費6月 旅費

12月 貸付金12月 貸付金3月 貸付金

8月 貸付金8月 貸付金9月 貸付金

4月 貸付金4月 貸付金6月 貸付金

6月 旅費6月 需用費／その他6月 需用費／その他

支出月 科目



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 在宅医療連携体制構築事業需用費 10,000 県葛城保健所在宅医療連携体制構築事業需用費 100,724 県吉野保健所在宅医療連携体制構築事業役務費 157,161 県桜井保健所在宅医療連携体制構築事業役務費 89,110 県郡山保健所在宅医療連携体制構築事業役務費 9,656 県葛城保健所在宅医療連携体制構築事業役務費 133,140 県吉野保健所在宅医療連携体制構築事業使用料及び賃借料 58,500 県桜井保健所在宅医療連携体制構築事業使用料及び賃借料 156,739 県郡山保健所在宅医療連携体制構築事業使用料及び賃借料 15,500 県吉野保健所在宅医療連携体制構築事業送付料等 5,997 山本たばこ店在宅医療連携体制構築事業送付料等 16,182 佐川急便株式会社奈良店他１社在宅医療連携体制構築事業送付料等 15,400 山本たばこ店在宅医療連携体制構築事業送付料等 22,006 佐川急便株式会社奈良店他１社在宅医療連携体制構築事業職員旅費 32,740 職員１名在宅医療連携体制構築事業職員旅費 33,140 職員１名在宅医療連携体制構築事業職員旅費 15,820 職員１名在宅医療連携体制構築事業消耗品費 19,430 リコージャパン（株）関西営業本部在宅医療連携体制構築事業送付料等 40,975 佐川急便株式会社奈良店他１社在宅医療連携体制構築事業消耗品費 19,400 リコージャパン（株）関西営業本部在宅医療歯科医療サービス実施事業無歯科医地区等受療動向実態調査事業消耗品費 34,000 リコージャパン（株）関西営業本部無歯科医地区等受療動向実態調査事業切手代 27,000 山本たばこ店無歯科医地区等受療動向実態調査事業旅費 4,160 職員３名無歯科医地区等受療動向実態調査事業旅費 1,440 職員１名無歯科医地区等受療動向実態調査事業消耗品費 16,000 リコージャパン（株）関西営業本部無歯科医地区等受療動向実態調査事業委託料 507,600 一般社団法人奈良県歯科医師会

12月 需用費／その他
11月 旅費11月 需用費／その他11月 役務費
9月 役務費11月 旅費11月 旅費
8月 役務費8月 役務費9月 役務費

6月 需用費／その他6月 需用費／その他6月 役務費6月 役務費6月 役務費6月 役務費6月 使用料及び賃借料6月 使用料及び賃借料6月 使用料及び賃借料

3月 需用費／その他
6月 需用費／その他
12月 旅費5月 委託料
7月 役務費11月 旅費



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳県立奈良病院跡地活用プロジェクト県立奈良病院跡地活用プロジェクト郵便切手　ほか 32,000 山本たばこ店奈良県総合医療センター周辺県有地活用アイデアコンペ公告の掲載 1,492,920 株式会社　日刊建設工業新聞社　大阪支社県立奈良病院跡地活用プロジェクト郵便切手　ほか 35,000 山本たばこ店県立奈良病院跡地活用プロジェクト郵便切手　ほか 47,800 山本たばこ店県立奈良病院跡地活用プロジェクト職員旅費 31,100 職員２名県立奈良病院跡地活用プロジェクト職員旅費 199,250 職員４名県立奈良病院跡地活用プロジェクト職員旅費 420 職員１名県立奈良病院跡地活用プロジェクト職員旅費 98,820 審査会委員　４名職員３名県立奈良病院跡地活用プロジェクト職員旅費 61,860 アイデアコンペ受賞者　４名職員１名県立奈良病院跡地活用プロジェクト職員旅費 470 職員１名奈良県総合医療センター跡地活用プロジェクト審査委員会お茶代 906 (株)セブンアンドアイフードシステムズ県立奈良病院跡地活用プロジェクト消耗品費 34,823 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社ほか県立奈良病院跡地活用プロジェクト消耗品費 71,496 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社ほか県立奈良病院跡地活用プロジェクト消耗品費 137,131 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社ほか県立奈良病院跡地活用プロジェクト消耗品費 22,888 奈良ＯＡシステム株式会社県立奈良病院跡地活用プロジェクト消耗品費 86,087 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社ほか県立奈良病院跡地活用プロジェクト消耗品費 29,184 用品センター県立奈良病院跡地活用プロジェクト会場使用料 23,932 奈良商工会議所奈良県総合医療センター周辺県有地活用アイデア審査委員会委員報酬 43,600 委員４名奈良県総合医療センター周辺県有地活用アイデアコンペに係る賞金 900,000 大成建設㈱他６名奈良県総合医療センター跡地活用に係る導入施設等検討業務委託 26,082,000 株式会社　長大　奈良事務所小児在宅医療の充実 小児在宅医療の充実旅費支払 900 職員1名8月 旅費
2月 報償費4月 委託料
5月 需用費／その他1月 使用料及び賃借料1月 報酬
1月 需用費／その他2月 需用費／その他3月 需用費／その他

1月 需用費／食糧費8月 需用費／その他12月 需用費／その他

1月 旅費2月 旅費4月 旅費

5月 役務費12月 役務費1月 役務費
10月 旅費12月 旅費
2月 役務費6月 旅費



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 小児在宅医療の充実旅費支払 920 職員1名小児在宅医療の充実旅費支払 900 職員1名小児在宅医療切手代 13,000 山本たばこ店小児保健ワーキング会議委員茶代 289 (株)セブンアンドアイフードシステムズ小児在宅医療の充実旅費支払 630 職員1名小児保健ワーキング会議委員旅費支払 880 委員１名小児保健ワーキング会議委員旅費支払 880 委員１名小児保健ワーキング会議委員旅費支払 800 委員１名小児保健ワーキング会議委員旅費支払 420 委員１名小児在宅医療の充実旅費支払 840 職員1名小児在宅医療の充実旅費支払 3,440 職員1名小児在宅医療の充実旅費支払 1,280 県中和保健所小児在宅医療の充実旅費支払 640 県中和保健所小児在宅医療の充実旅費支払 4,200 県郡山保健所小児在宅医療の充実役務費支払 1,000 県中和保健所小児在宅医療の充実役務費支払 1,183 県郡山保健所小児在宅医療の充実事業委託 1,000,000 社会福祉法人　東大寺福祉事業団小児在宅医療　茶代 1,820 (株)セブンアンドアイフードシステムズ小児在宅医療の充実旅費支払 1,720 職員1名訪問看護の充実 訪問看護利用円滑化支援事業電話通話料 297 西日本電信電話　株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽSSC(金沢)訪問看護利用円滑化支援事業旅費 980 職員１名訪問看護利用円滑化支援事業電話通話料 284 西日本電信電話　株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽSSC(金沢)訪問看護利用円滑化支援事業旅費 1,480 職員１名7月 役務費8月 旅費

4月 需用費/食糧費5月 旅費
7月 旅費

3月 役務費3月 役務費4月 委託料

3月 旅費3月 旅費3月 旅費

3月 旅費3月 旅費3月 旅費

10月 旅費11月 旅費1月 役務費2月 需用費/食糧費2月 旅費3月 旅費

6月 役務費

3月 旅費3月 旅費



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 訪問看護利用円滑化支援事業電話通話料 308 西日本電信電話　株式会社ﾋﾞｼﾞﾈｽSSC(金沢)訪問看護利用円滑化支援事業旅費 880 職員１名訪問看護利用円滑化支援事業旅費 980 職員１名訪問看護利用円滑化支援事業旅費 880 職員１名訪問看護利用円滑化支援事業旅費 1,420 職員２名訪問看護利用円滑化支援事業旅費 1,860 職員２名訪問看護利用円滑化支援事業旅費 1,860 職員２名訪問看護利用円滑化支援事業委託料 1,312,150 一般社団法人奈良県訪問看護ステーション協議会保健師ネットワークの強化 保健師ネットワークの強化奈良県における保健師の保健活動のあり方と進め方（Ａ４冊子） 118,800 吉岡印刷株式会社保健師ネットワークの強化郵便切手　ほか　２品目 11,000 山本たばこ店保健師等資質向上研修会（中堅期） 21,500 大東興産　株式会社保健師ネットワークの強化旅費支払 1,960 職員1名保健師ネットワークの強化旅費支払 660 職員1名保健師ネットワーク全体会議講師旅費 43,880 講師1名保健師ネットワーク全体会議 28,030 奈良県社会福祉総合センター指定管理者日本管財株式会社保健師ネットワークの強化旅費支払 860 職員1名保健師ネットワーク会議　茶代 755 (株)セブンアンドアイフードシステムズ保健師ネットワーク会議専門部会 13,540 奈良県社会福祉総合センター指定管理者日本管財株式会保健師ネットワーク会議専門部会　講師報償費 26,000 講師1名保健師ネットワーク会議専門部会　講師旅費 32,320 講師1名保健師ネットワークの強化旅費支払 700 職員1名保健師ネットワークの強化旅費支払 860 職員1名保健師ネットワークの強化旅費支払 750 職員1名保健師人材育成推進検討委員会 21,500 大東興産　株式会社2月 旅費2月 旅費3月 使用料及び賃借料
2月 報償費2月 旅費2月 旅費
10月 旅費1月 需要費/食糧費1月 使用料及び賃借料

5月 委託料

9月 旅費10月 旅費8月 旅費8月 使用料及び賃借料

1月 旅費2月 旅費3月 旅費
10月 旅費11月 旅費12月 旅費
8月 役務費

6月 需用費／その他6月 役務費
10月 使用料及び賃借料



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 保健師等資質向上研修会（中堅期） 1,540 奈良県社会福祉総合センター指定管理者日本管財株式会社保健師等資質向上研修会（中堅期）　講師旅費 21,500 講師1名保健師等資質向上研修会（中堅期）　講師旅費 44,440 講師1名保健師ネットワークの強化旅費支払 2,070 県中和保健所保健師ネットワークの強化旅費支払 74,540 県中和保健所保健師ネットワークの強化旅費支払 8,150 県郡山保健所保健師ネットワークの強化旅費支払 3,480 県吉野保健所保健師ネットワークの強化需用費支払 60,000 県中和保健所保健師ネットワークの強化需用費支払 24,224 県郡山保健所保健師ネットワークの強化需用費支払 30,000 県吉野保健所保健師ネットワークの強化役務費支払 1,500 県郡山保健所保健師ネットワークの強化役務費支払 3,000 県吉野保健所保健師人材育成推進検討委員会　委員旅費 700 委員1名保健師人材育成推進検討委員会　委員旅費 300 委員1名保健師人材育成推進検討委員会　委員旅費 31,580 委員1名保健師人材育成推進検討委員会　委員旅費 700 委員1名保健師人材育成推進検討委員会　委員報償費 26,000 委員1名保健師人材育成推進検討委員会　委員報償費 26,000 委員1名保健師人材育成推進検討委員会　委員報償費 13,000 委員1名保健師ネットワークの強化旅費支払 1,720 職員1名災害急性期医療体制整備事業 災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ電気使用料 337 関西電力株式会社高田営業所災害急性期医療体制整備事業職員旅費 2,900 職員１名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ消耗品・電気使用料 13,217 高橋正株式会社他災害急性期医療体制整備事業無線電波利用料 9,000 近畿総合通信局歳入徴収官近畿総合通信局総務部長災害急性期医療体制整備事業職員旅費 6,400 職員４名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ電気使用料 382 関西電力株式会社高田営業所

5月 旅費
4月 旅費4月 報償費4月 報償費4月 報償費
4月 旅費4月 旅費4月 旅費
3月 需用費／その他3月 役務費3月 役務費
3月 旅費3月 需用費／その他3月 需用費／その他
3月 旅費3月 旅費3月 旅費
3月 使用料及び賃借料3月 旅費3月 旅費

6月 旅費6月 需用費／その他

4月 需用費／その他5月 需用費／その他6月 負担金、補助及び交付金
5月 旅費



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金 5,000 ＫＤＤＩ株式会社災害急性期医療体制整備事業職員旅費 9,230 職員３名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ消耗品・電気使用料 28,444 株式会社奈良事務機他災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金 5,000 ＫＤＤＩ株式会社災害急性期医療体制整備事業職員旅費 11,070 職員４名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ電気使用料 2,200 関西電力株式会社高田営業所他災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金 20,816 ＫＤＤＩ株式会社災害急性期医療体制整備事業職員旅費 1,320 職員１名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ消耗品・電気使用料 6,405 サワダ商店他災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金 15,000 ＫＤＤＩ株式会社災害急性期医療体制整備事業職員旅費 5,240 職員２名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ電気使用料 867 関西電力株式会社高田営業所他災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金 15,000 ＫＤＤＩ株式会社災害急性期医療体制整備事業職員旅費 42,490 職員４名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ電気使用料 270 関西電力株式会社高田営業所災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金 15,000 ＫＤＤＩ株式会社災害急性期医療体制整備事業職員旅費 5,120 職員３名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ電気使用料 609 関西電力株式会社高田営業所他災害急性期医療体制整備事業会場使用料 5,140 橿原市長災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金 30,000 ＫＤＤＩ株式会社災害急性期医療体制整備事業職員旅費 4,840 職員２名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ消耗品・電気使用料 50,502 株式会社　梅松園他災害急性期医療体制整備事業訓練保険料 218,190 損害保険ジャパン日本興亜株式会社奈良支店奈良支社災害急性期医療体制整備事業委員旅費 84,660 委員12名災害急性期医療体制整備事業職員旅費 7,530 職員４名災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ消耗品・電気使用料 817,035 株式会社ファミリーショップ　ナカヤマ他災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金 30,000 ＫＤＤＩ株式会社災害急性期医療体制整備事業職員旅費 15,120 職員２名2月 需用費／その他3月 役務費3月 旅費
2月 役務費2月 旅費2月 旅費
1月 役務費1月 旅費1月 需用費／その他
12月 旅費12月 需用費／その他12月 使用料及び賃借料
11月 旅費11月 需用費／その他12月 役務費
10月 旅費10月 需用費／その他10月 役務費
9月 旅費9月 需用費／その他9月 役務費
8月 旅費8月 需用費／その他8月 役務費
7月 旅費7月 需用費／その他7月 役務費
6月 役務費



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 災害急性期医療体制整備事業ＳＣＵ消耗品・電気使用料 60,794 コーナン商事　株式会社ホ－ムセンタ－コ－ナン三条大路店災害急性期医療体制整備事業DMAT訓練委託料 402,688 コーナン商事　株式会社ホ－ムセンタ－コ－ナン三条大路店災害急性期医療体制整備事業DMAT訓練ボランティア報償品費 243,800 株式会社啓林堂書店災害急性期医療体制整備事業DMAT訓練バス・会場等賃借料 634,944 有限会社天理交通他災害急性期医療体制整備事業衛星携帯電話料金等 21,480 ＫＤＤＩ株式会社他災害急性期医療体制整備事業委員旅費 45,830 委員10名災害急性期医療体制整備事業職員旅費 50,790 職員５名災害急性期医療体制整備事業DMAT訓練福祉タクシー賃借料 50,000 日本福祉タクシー協会　奈良支部災害急性期医療体制整備事業職員旅費 15,020 職員1名災害急性期医療体制整備事業データ通信費 1,516 株式会社セディナ糖尿病医療連携支援事業 糖尿病医療連携支援事業切手代 39,700 山本たばこ店糖尿病医療連携支援事業切手代 98,200 山本たばこ店糖尿病医療連携支援事業消耗品費 653 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 11,062 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 384 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業職員旅費 630 職員１名糖尿病医療連携支援事業消耗品費 212 奈良ＯＡシステム　株式会社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 12,844 リコージャパン（株）関西営業本部ＭＡ事業センター大阪ＭＡ第一事業糖尿病医療連携支援事業消耗品費 549 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業役務費 15,172 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 23,293 リコージャパン（株）関西事業本部奈良支社　奈良ＢＰ・官庁営業グループ糖尿病医療連携支援事業消耗品費 16,341 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 279 富士ゼロックス大阪株式会社8月 需用費／その他
7月 役務費7月 需用費／その他8月 需用費／その他

6月 需用費／その他6月 需用費／その他7月 需用費／その他
6月 需用費／その他6月 需用費／その他6月 旅費
4月 役務費5月 役務費
5月 役務費
4月 旅費4月 使用料及び賃借料5月 旅費
3月 使用料及び賃借料4月 役務費4月 旅費

3月 需用費／その他3月 委託料3月 報償費

6月 需用費／その他



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 糖尿病医療連携支援事業消耗品費 29,081 リコージャパン（株）関西事業本部奈良支社　奈良ＢＰ・官庁営業グループ糖尿病医療連携支援事業消耗品費 50,331 株式会社　ペーパル糖尿病医療連携支援事業職員旅費 14,843 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 5,772 株式会社　ペーパル糖尿病医療連携支援事業消耗品費 185 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 318 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 484 佐川急便株式会社京都支店糖尿病医療連携支援事業職員旅費 1,030 職員１名糖尿病医療連携支援事業消耗品費 397 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 27,757 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 3,497 株式会社　ペーパル糖尿病医療連携支援事業消耗品費 765 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業送付料 1,616 佐川急便株式会社京都支店糖尿病医療連携支援事業消耗品費 8,176 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 583 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 16,057 リコージャパン（株）関西事業本部奈良支社　奈良ＢＰ・官庁営業グループ糖尿病医療連携支援事業消耗品費 406 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 1,092 富士ゼロックス大阪株式会社糖尿病医療連携支援事業消耗品費 381 富士ゼロックス大阪株式会社　奈良支社糖尿病医療連携支援事業医療・介護データ抽出業務委託料 1,606,905 奈良県国民健康保険団体連合会理事長　小城　利重奈良県糖尿病診療支援事業に係る実態調査委託業務 4,951,800 アビームコンサルティング株式会社糖尿病学講座運営費補助金 30,000,000 公立大学法人奈良県立医科大学がん診療連携推進事業 放射線治療専門従事者育成事業補助金 37,892,000 公立大学法人奈良県立医科大学県立三室病院整備事業南和広域医療組合による南和地域公立病院新体制整備への支援
4月 委託料
4月 需用費／その他
3月 負担金、補助及び交付金5月 負担金、補助及び交付金
3月 需用費／その他4月 委託料

1月 需用費／その他1月 需用費／その他2月 需用費／その他
12月 需用費／その他12月 役務費1月 需用費／その他
11月 需用費／その他12月 需用費／その他12月 需用費／その他
10月 需用費／その他11月 役務費11月 旅費
9月 需用費／その他9月 需用費／その他9月 需用費／その他
8月 需用費／その他8月 需用費／その他



（様式２）D 単位：円執行済み額（C)の内訳 南和地域医療再生事業補助金 135,094,000 南和広域医療組合合計 270,792,9285月 負担金、補助及び交付金


