
第７９号議案

（総則）

第１条 平成２７年度宍粟市の病院事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条 平成２７年度宍粟市病院事業特別会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目） （既決予定額） （補正予定額） （計） (科目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

第１款 病院事業収益 千円 千円 千円 第１款 病院事業費用 千円 千円 千円

第２項 医業外収益 千円 千円 千円 第２項 医業費用 千円 千円 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目） （既決予定額） （補正予定額） （計） (科目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

第１款 資本的収入 千円 千円 千円 第１款 資本的支出 千円 千円 千円

第３項 補助金 千円 千円 千円 第３項 長期貸付金 千円 千円 千円

（債務負担行為）

第４条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおりと定める。

平成２７年８月３１日提出

 宍粟市長　　福　元　晶　三

期　　　間

451,458 473 451,931

23,900 1,446

支　　　　　　　出

597,111 1,446

22,234 473 22,707

△ 717 366,515

4,295,868

81,192

－　1　－

25,346

△ 1,433 79,759

167,433千円
平成28年度から

平成30年度まで

事　　　項

公立宍粟総合病院医事業務委託

598,557

限　度　額

平成２７年度宍粟市病院事業特別会計補正予算（第１号）

収　　　　　　　入 支　　　　　　　出

△ 1,433 4,294,435

収　　　　　　　入

4,015,055 △ 717 4,014,338

367,232



－　2　－

（１）収益的収入及び支出

収 入 （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

4,015,055 △ 717 4,014,338

２．医業外収益 367,232 △ 717 366,515

２．他会計補助金 335,553 △ 717 334,836

支　　　出 （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

4,295,868 △ 1,433 4,294,435

２．医業外費用 81,192 △ 1,433 79,759

１．支払利息及び
　　企業債取扱諸費

57,405 △ 1,433 55,972

（２）資本的収入及び支出

収 入 （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１．資本的収入 451,458 473 451,931

３．補助金 22,234 473 22,707

１．補助金 22,234 473 22,707

支　　　出 （単位：千円）

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備　　考

１．資本的支出 597,111 1,446 598,557

３．長期貸付金 23,900 1,446 25,346

１．長期貸付金 23,900 1,446 25,346

平成２７年度宍粟市病院事業特別会計補正予算実施計画補正（第１号）

１．病院事業収益

１．病院事業費用



（１）収益的収入及び支出

収　　入 (単位：千円）

区　　　分 金　　額

１．病院事業収益 4,015,055 △ 717 4,014,338

　２．医業外収益 367,232 △ 717 366,515

２．他会計補助金 335,553 △ 717 334,836 １．他会計補助金 △ 717 企業債利息　△717

支　　出 (単位：千円）

区　　　分 金　　額

１．病院事業費用 4,295,868 △ 1,433 4,294,435

　２．医業外費用 81,192 △ 1,433 79,759

１．支払利息及び
　　企業債取扱諸費

57,405 △ 1,433 55,972 １．企業債利息 △ 1,433 長期借入金利息　△1,433

－　3　－

款　・　項 目

款　・　項 目 既決予定額 説　　　　　　明

説　　　　　　明

節
補正予定額

既決予定額 補正予定額 計
節

計



－　4　－

（２）資本的収入及び支出

収　　入 (単位：千円）

区　　　分 金　　額

１．資本的収入 451,458 473 451,931

　３．補助金 22,234 473 22,707

１．補助金 22,234 473 22,707 １．補助金 473

支　　出 (単位：千円）

区　　　分 金　　額

１．資本的支出 597,111 1,446 598,557

　３．長期貸付金 23,900 1,446 25,346

１．長期貸付金 23,900 1,446 25,346 １．医学生貸付金 △ 500

２．看護学生貸付金 1,946

説　　　　　　明

款　・　項

款　・　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　明


