
支払内訳表

支出票No. 内訳No. 支払日 支払先 節 支払内容 金 額 支払方法
000208 1 平成20年12月5日 資金前渡職員 矢野右人 旅費 旅費（日赤本社訪問） 73,500 資金前渡
000215 1 平成20年12月10日 株式会社 事務機のミカドヤ 消耗品費 事務用品代（ノート） 1,176 口座振替
000216 1 平成20年12月10日 読売センター長崎西山 消耗品費 新聞代（読売新聞：10月－12月） 18,042 口座振替
000217 1 平成20年12月10日 長崎西彼農業協同組合 賃借料 会議室使用料（病院局・離島医療圏組合合同経営会議） 35,595 口座振替
000218 1 平成20年12月10日 長崎西彼農業協同組合 会議等連絡費 会議用お茶代 3,800 口座振替
000219 1 平成20年12月10日 西日本新聞エリアセンター長崎中央 消耗品費 新聞代（西日本新聞：10月－12月分） 18,042 口座振替
000220 1 平成20年12月10日 川口印刷株式会社 印刷製本費 長崎県病院企業団職員募集チラシ代 188,173 口座振替
000221 1 平成20年12月10日 長崎タクシー共同集金株式会社 賃借料 タクシー代（11月分） 14,000 口座振替
000222 1 平成20年12月10日 ヤマト運輸株式会社長崎主管支店 通信運搬費 ヤマト運輸11月分発送代 736 口座振替
000224 1 平成20年12月18日 資金前渡職員 太田彰幸 旅費 精算旅費 20,270 口座振替
000224 2 平成20年12月18日 資金前渡職員 園田俊輔 旅費 精算旅費 58,690 口座振替
000224 3 平成20年12月18日 資金前渡職員 小谷 隆司 旅費 精算旅費 59,910 口座振替
000224 4 平成20年12月18日 資金前渡職員 小田 宗 旅費 精算旅費 7,440 口座振替
000224 5 平成20年12月18日 資金前渡職員 岡山剛 旅費 精算旅費 2,260 口座振替
000224 6 平成20年12月18日 資金前渡職員  加藤一征 旅費 精算旅費 600 口座振替
000224 7 平成20年12月18日 資金前渡職員 池田純一 旅費 精算旅費 300 口座振替
000224 8 平成20年12月18日 資金前渡職員  北原智紀 旅費 精算旅費 300 口座振替
000226 1 平成20年12月18日 コマツ印刷 印刷製本費 出勤簿印刷費 8,190 口座振替
000227 1 平成20年12月18日 株式会社 時事通信社 消耗品費 定期刊行物購読料（厚生福祉） 12,900 口座振替
000228 1 平成20年12月18日 有限会社 長崎新聞長崎市販売所 消耗品費 新聞代（長崎新聞：10月－12月） 18,000 口座振替
000229 1 平成20年12月18日 第一法規株式会社 消耗品費 追録代 103,320 口座振替
000230 1 平成20年12月18日 長崎県営バス観光㈱ 研究旅費 平成20年度看護師長及び副看護師長研修会講師旅費 38,900 口座振替
000231 1 平成20年12月18日 朝日新聞長崎販売株式会社 消耗品費 新聞代（朝日新聞：10月－12月） 18,042 口座振替
000233 1 平成20年12月26日 資金前渡職員 太田彰幸 旅費 精算旅費 600 口座振替
000233 2 平成20年12月26日 資金前渡職員 園田俊輔 旅費 精算旅費 6,540 口座振替
000233 3 平成20年12月26日 資金前渡職員 小谷 隆司 旅費 精算旅費 1,500 口座振替
000233 4 平成20年12月26日 資金前渡職員 小田 宗 旅費 精算旅費 3,440 口座振替
000233 5 平成20年12月26日 資金前渡職員 岡山剛 旅費 精算旅費 2,260 口座振替
000233 6 平成20年12月26日 資金前渡職員 池田純一 旅費 精算旅費 2,260 口座振替
000233 7 平成20年12月26日 資金前渡職員  北原智紀 旅費 精算旅費 2,260 口座振替
000234 1 平成20年12月26日 財団法人 地方財務協会 消耗品費 書籍代（平成20年度版地方債の手引） 3,800 小切手払
000235 1 平成20年12月26日 株式会社 長崎新聞折込センター 手数料 職員募集チラシ折込料 256,599 口座振替
000236 1 平成20年12月26日 社会保険事務所 保険料 社会保険料（11月事業主負担分） 15,000 小切手払
000237 1 平成20年12月26日 株式会社 紀伊國屋書店 長崎店 消耗品費 書籍代（管理栄養士国家試験問題と解答） 8,190 口座振替
000238 1 平成20年12月26日 扇精光株式会社 消耗品費 トナーカートリッジ代 18,900 口座振替
000239 1 平成20年12月26日 株式会社 事務機のミカドヤ 消耗品費 事務用品費（蛍光ペン外） 15,015 口座振替
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