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000040 1 平成20年5月8日 社団法人 長崎県看護協会 研究雑費 参加費（リスクマネージャー研修（Ⅰ）） 42,000 小切手払
000042 1 平成20年5月8日 ＲＩＣ日泊店 交際費 交際費（三浦地区老人運動会お樽代） 6,960 小切手払
000046 1 平成20年5月8日 大村市社会福祉協議会 保険料 ボランテｲア保険料 1,820 現金払
000046 2 平成20年5月8日 大村市社会福祉協議会 諸会費 大村市社会福祉協議会会費 2,000 現金払
000041 1 平成20年5月9日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 報償費 ４月分 報償費 326,180 小切手払
000043 1 平成20年5月9日 研究謝金 治験協力費 20,000 小切手払
000043 2 平成20年5月9日 研究謝金 治験協力費 30,000 小切手払
000044 1 平成20年5月9日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 旅費 ４月分精算旅費 33,520 小切手払
000045 1 平成20年5月9日 曙産業㈱（修繕） 消耗品費 消耗品代 42,000 小切手払
000086 1 平成20年5月12日 （株）親和銀行 大村支店 賃借料 夜間金庫使用料 3,150 口座振替
000047 1 平成20年5月16日 長崎労働局 保険料 平成２０年度 雇用保険料 1,030,740 小切手払
000047 2 平成20年5月16日 長崎労働局 保険料 平成２０年度 労災保険料 326,034 小切手払
000064 1 平成20年5月16日 報償費 医療観察病棟倫理会議委員謝金 19,500 小切手払
000074 1 平成20年5月16日 長崎県交通局大村営業所 通信運搬費 バス代 310 現金払
000072 1 平成20年5月22日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 報償費 安全衛生講演会講師謝金 24,900 資金前渡
000054 1 平成20年5月23日 西日本電信電話㈱（通運） 通信運搬費 ４月分 電話料金 2,473 小切手払
000071 1 平成20年5月23日 日本看護協会 研究雑費 参加費（第３９回日本看護学会－看護総合－学術集会） 16,160 小切手払
000080 1 平成20年5月23日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 研究旅費 概算旅費（日本精神神経学会総会） 252,660 小切手払
000081 1 平成20年5月23日 精神医療センター資金前渡職員総務課長上田彰二 旅費 赴任旅費（今里美香子） 86,040 小切手払
000095 1 平成20年5月26日 大村市交通安全協会 手数料 証紙代（安全運転管理者講習会） 4,200 現金払
000096 1 平成20年5月29日 社団法人 日本臨床衛生検査技師会 研究雑費 平成２０年度「日本臨床検査精度管理調査」参加費 31,000 小切手払
000097 1 平成20年5月29日 社団法人 長崎県看護協会 研究雑費 参加費（看護研究研修＜シリーズ＞） 54,000 小切手払
000099 1 平成20年5月29日 松野印房（消耗） 消耗品費 ゴム印代 5,208 小切手払
000103 1 平成20年5月29日 長崎県職員生活協同組合（消耗） 賃借料 長崎バイパス回数券代 8,360 現金払
000048 1 平成20年5月30日 合同タクシー㈱（タクシー） 賃借料 賃借料（タクシー） 19,900 口座振替
000048 2 平成20年5月30日 長崎タクシー共同集金㈱（タクシー） 賃借料 賃借料（タクシー） 29,250 口座振替
000048 3 平成20年5月30日 （有）さかいタクシー 賃借料 賃借料（タクシー） 21,400 口座振替
000048 4 平成20年5月30日 金子石油㈱（燃料） 燃料費 燃料費（４月分） 42,275 口座振替
000048 5 平成20年5月30日 金子産業株式会社 燃料費 ４月分Ａ重油代 709,800 口座振替
000048 6 平成20年5月30日 九州教具㈱（消耗） 消耗品費 消耗品費（薬品保管庫） 21,000 口座振替
000048 7 平成20年5月30日 （有）井上文具 消耗品費 消耗品費（多穴パンチ） 29,893 口座振替
000048 8 平成20年5月30日 ㈱サニックス 長崎環境衛生事業所（委託） 委託料 委託料（衛生害虫防除） 24,675 口座振替
000048 9 平成20年5月30日 有限会社 サイトウビル管理 委託料 委託料（清掃業務） 1,295,000 口座振替
000048 10 平成20年5月30日 ㈲長崎美研社（委託） 委託料 委託料（警備業務） 2,388,750 口座振替
000048 11 平成20年5月30日 ㈲長崎美研社（委託） 委託料 委託料（廃棄物） 28,350 口座振替
000048 12 平成20年5月30日 ㈲長崎美研社（委託） 手数料 手数料（一般廃棄物処理料） 10,800 口座振替
000048 13 平成20年5月30日 ㈲岩藤清掃（委託） 委託料 委託料（浄化槽保守点検） 60,375 口座振替
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000048 14 平成20年5月30日 臨床研修協議会（会費） 諸会費 平成２０年度臨床研修協議会会費 30,000 口座振替
000048 15 平成20年5月30日 社団法人 全国自治体病院協議会（会費） 諸会費 平成２０年度全国自治体病院協議会会費 124,020 口座振替
000048 16 平成20年5月30日 大菱電機工業株式会社 修繕費 消毒室電源工事 108,150 口座振替
000048 17 平成20年5月30日 吉岡商店（修繕） 修繕費 本館扉鍵修繕 8,400 口座振替
000049 1 平成20年5月30日 松尾医療器株式会社（診材） 賃借料 賃借料（投薬順番待表示システム） 39,879 口座振替
000049 2 平成20年5月30日 ㈱サニクリーン九州諫早営業所（委託） 賃借料 賃借料（空気清浄機） 79,527 口座振替
000049 3 平成20年5月30日 オフィスメーション株式会社 委託料 委託料（医療会計システム保守） 45,150 口座振替
000049 4 平成20年5月30日 株式会社 アサヒセキュリティ 委託料 委託料（現金輸送） 73,500 口座振替
000049 5 平成20年5月30日 株式会社西九州エレベーターサービス 委託料 委託料（エレベーター保守） 30,450 口座振替
000049 6 平成20年5月30日 ㈱マツダクリーンサービス（委託） 委託料 委託料（産業廃棄物） 11,340 口座振替
000049 7 平成20年5月30日 有限会社  大村設備工業 修繕費 修繕費（漏水修繕） 4,200 口座振替
000050 1 平成20年5月30日 ㈱フジマック長崎営業所（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 49,350 口座振替
000050 2 平成20年5月30日 ホームプラザナフコ諫早店 給食材料費 ４月分 給食材料費 3,972 口座振替
000050 3 平成20年5月30日 ㈱やすなが（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 11,778 口座振替
000050 4 平成20年5月30日 松尾医療器株式会社（診材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 15,120 口座振替
000050 5 平成20年5月30日 ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） 給食材料費 ４月分 給食材料費 2,646 口座振替
000050 6 平成20年5月30日 中西商会 給食材料費 ４月分 給食材料費 12,600 口座振替
000050 7 平成20年5月30日 ㈲北川商店（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 31,342 口座振替
000050 8 平成20年5月30日 協和商工株式会社 給食材料費 ４月分 給食材料費 24,780 口座振替
000050 9 平成20年5月30日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 13,230 口座振替
000052 1 平成20年5月30日 株式会社ＮＴＴドコモ九州（通運） 通信運搬費 ４月分 携帯電話料金 8,424 小切手払
000056 1 平成20年5月30日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 薬品費 ４月分 薬品費（検査試薬） 14,962 口座振替
000056 2 平成20年5月30日 ㈱テクノ・スズタ（診材） 薬品費 ４月分 薬品費（検査試薬） 481,887 口座振替
000057 1 平成20年5月30日 ㈱テクノ・スズタ（診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費（検査器材） 12,495 口座振替
000057 2 平成20年5月30日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費（検査器材） 16,275 口座振替
000057 3 平成20年5月30日 ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） 診療材料費 ４月分 診療材料費（検査器材） 7,612 口座振替
000058 1 平成20年5月30日 富田薬品㈱諫早営業所（薬品・診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費 5,502 口座振替
000058 2 平成20年5月30日 松尾医療器株式会社（診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費 1,613,787 口座振替
000058 3 平成20年5月30日 富士フィルムメディカル㈱長崎営業所（診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費 29,127 口座振替
000058 4 平成20年5月30日 ㈱宮崎温仙堂商店（薬品） 診療材料費 ４月分 診療材料費 11,886 口座振替
000058 5 平成20年5月30日 ㈱富士医科精器長崎支店（診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費 3,601 口座振替
000058 6 平成20年5月30日 山口デンタル・ラボラトリー（診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費 17,335 口座振替
000058 7 平成20年5月30日 山下医科器械㈱長崎中央営業所（診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費 23,665 口座振替
000058 8 平成20年5月30日 アイティーアイ㈱大村営業所（診材） 診療材料費 ４月分 診療材料費 6,877 口座振替
000059 1 平成20年5月30日 株式会社 千葉テストセンター 消耗品費 消耗品代（ソーシャル） 127,475 口座振替
000059 2 平成20年5月30日 九州教具㈱（消耗） 消耗品費 消耗品代（ソーシャル） 25,131 口座振替
000059 3 平成20年5月30日 (株)かとりストア 消耗品費 消耗品代（ソーシャル） 8,149 口座振替
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000060 1 平成20年5月30日 九州電力㈱大村営業所 光熱水費 ４月分 光熱水費 1,156,395 小切手払
000060 2 平成20年5月30日 イワタニ九州株式会社 長崎支店 光熱水費 ４月分 光熱水費 102,820 口座振替
000061 1 平成20年5月30日 ヤマト運輸株式会社（通運） 通信運搬費 ４月分 配送料 2,960 口座振替
000062 1 平成20年5月30日 松尾医療器株式会社（診材） 消耗品費 消耗品代 3,780 口座振替
000062 2 平成20年5月30日 （有）井上文具 消耗品費 消耗品代 13,293 口座振替
000062 3 平成20年5月30日 ㈱クリーン・マット 大村営業所（消耗） 消耗品費 消耗品代 1,365 口座振替
000062 4 平成20年5月30日 ㈱クリーンシステム（消耗） 消耗品費 消耗品代 1,890 口座振替
000062 5 平成20年5月30日 九州凸版㈱（印刷） 消耗品費 消耗品代 38,535 口座振替
000062 6 平成20年5月30日 九州教具㈱（消耗） 消耗品費 消耗品代 97,735 口座振替
000062 7 平成20年5月30日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 消耗品代 3,523 口座振替
000062 8 平成20年5月30日 朝日新聞大村店 消耗品費 消耗品代 6,014 口座振替
000062 9 平成20年5月30日 長崎新聞大村販売センター（新聞） 消耗品費 消耗品代 3,000 口座振替
000062 10 平成20年5月30日 西日本新聞エリアセンター大村南（新聞） 消耗品費 消耗品代 3,007 口座振替
000062 11 平成20年5月30日 富士ゼロックス長崎㈱（賃借） 消耗品費 消耗品代 56,163 口座振替
000062 12 平成20年5月30日 合資会社 文光堂（図書） 研究図書費 消耗品代 59,072 口座振替
000062 13 平成20年5月30日 株式会社 日本医療企画 消耗品費 消耗品代 13,200 口座振替
000063 1 平成20年5月30日 財団法人 長崎県社会保険協会（会費） 諸会費 平成２０年度 社会保険協会費 8,000 口座振替
000067 1 平成20年5月30日 ワタキューセイモア㈱九州支社（賃借） 賃借料 賃借料（寝具） 250,472 口座振替
000067 2 平成20年5月30日 協業組合ホームドライ長崎 委託料 委託料（クリーニング） 109,819 口座振替
000068 1 平成20年5月30日 株式会社 ニチイ学館 委託料 委託料（医事業務） 884,100 口座振替
000069 1 平成20年5月30日 ロートルーターサービス㈱長崎（修繕） 修繕費 修繕費（トイレ漏水） 9,975 口座振替
000073 1 平成20年5月30日 （有）井上文具 消耗品費 コピー用紙ほか 5,725 口座振替
000073 2 平成20年5月30日 ベスト電器大村店 消耗品費 シェーバー替刃代 5,386 口座振替
000073 3 平成20年5月30日 扇精光㈱ 消耗品費 トナー代 50,400 口座振替
000073 4 平成20年5月30日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 漂白剤代ほか 3,915 口座振替
000075 1 平成20年5月30日 ホームプラザナフコ南大村店 消耗品費 角材ほか（ソーシャル） 36,163 口座振替
000075 2 平成20年5月30日 ㈱やすなが（給材） 消耗品費 トイレットペーパーほか 58,486 口座振替
000075 3 平成20年5月30日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 着火剤ほか（ソーシャル） 1,918 口座振替
000075 4 平成20年5月30日 ホームプラザナフコ諫早店 消耗品費 金具ほか（ソーシャル） 2,546 口座振替
000075 5 平成20年5月30日 ㈲ハンズたかおか 消耗品費 革製品（ソーシャル） 10,132 口座振替
000075 6 平成20年5月30日 ㈲リハテック・Ｆ　F-ﾈｯﾄ事業部 消耗品費 スキルミニギャラリーほか（ソーシャル） 22,550 口座振替
000078 1 平成20年5月30日 株式会社 谷野電機空調 修繕費 修繕費（厨房エアコン） 208,425 口座振替
000078 2 平成20年5月30日 宅島建設株式会社 修繕費 修繕費（多目的トイレドア外２件） 73,500 口座振替
000078 3 平成20年5月30日 イワタニ九州株式会社 長崎支店 修繕費 修繕費（厨房ガスプラグ止め） 10,500 口座振替
000079 1 平成20年5月30日 吉岡商店（修繕） 消耗品費 消耗品費（エレベーター鍵） 2,100 口座振替
000079 2 平成20年5月30日 イワタニ九州株式会社 長崎支店 消耗品費 消耗品費（ガス漏れ警報器） 33,600 口座振替
000079 3 平成20年5月30日 株式会社 ヤマダ電機 消耗品費 消耗品費（蛍光灯） 45,297 口座振替
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000082 1 平成20年5月30日 ＮＴＴコミュニケーションズ㈱（通運） 通信運搬費 ４月分 電話料金 24,245 小切手払
000083 1 平成20年5月30日 株式会社 武田商事 医療機器購入費 医療機器購入費（ゲート型金属探知器） 2,677,500 口座振替
000085 1 平成20年5月30日 ホシザキ北九株式会社 賃借料 賃借料（4月分ティーサーバー） 3,855 口座振替
000085 2 平成20年5月30日 ㈲野田清掃社（手数） 手数料 手数料（汚泥汲取） 37,800 口座振替
000085 3 平成20年5月30日 アクア工学株式会社 消耗品費 消耗品費（冷却塔複合処理剤） 23,100 口座振替
000087 1 平成20年5月30日 西日本電信電話㈱（通運） 通信運搬費 ４月分 電話料金 54,866 小切手払
000088 1 平成20年5月30日 諫早社会保険事務所長（保険） 保険料 ４月分 社会保険料事業主負担分 619,816 小切手払
000089 1 平成20年5月30日 ㈲カウ・ベル深ぼり（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 150,231 口座振替
000089 2 平成20年5月30日 西日本フードシステム㈱（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 149,845 口座振替
000089 3 平成20年5月30日 ホシザキ北九株式会社 給食材料費 ４月分 給食材料費 285,286 口座振替
000089 4 平成20年5月30日 株式会社 山徳商会 給食材料費 ４月分 給食材料費 74,693 口座振替
000089 5 平成20年5月30日 宮本食品工業㈲（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 24,612 口座振替
000089 6 平成20年5月30日 プチモニ 給食材料費 ４月分 給食材料費 42,237 口座振替
000089 7 平成20年5月30日 森永とうふ食品（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 19,317 口座振替
000089 8 平成20年5月30日 長崎海産株式会社（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 43,081 口座振替
000089 9 平成20年5月30日 加島鮮魚（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 34,587 口座振替
000089 10 平成20年5月30日 ㈱落水正商店（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 22,990 口座振替
000089 11 平成20年5月30日 松山精肉店 給食材料費 ４月分 給食材料費 7,612 口座振替
000089 12 平成20年5月30日 チョーコー醤油㈱諫早支店（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 36,786 口座振替
000089 13 平成20年5月30日 合資会社 荒木商会 給食材料費 ４月分 給食材料費 18,083 口座振替
000089 14 平成20年5月30日 協和商工株式会社 給食材料費 ４月分 給食材料費 6,993 口座振替
000089 15 平成20年5月30日 デーリイ牛乳諫早販売所（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 9,198 口座振替
000089 16 平成20年5月30日 ヨーコー商事㈱（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 4,057 口座振替
000089 17 平成20年5月30日 ㈱堀田米穀（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 214,578 口座振替
000089 18 平成20年5月30日 長崎県養鶏農業協同組合（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 11,602 口座振替
000091 1 平成20年5月30日 ㈲ユニックス タケヤ（被服） 被服費 被服費 27,888 口座振替
000092 1 平成20年5月30日 ㈱赤水（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 233,107 口座振替
000092 2 平成20年5月30日 有限会社 食菜工房（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 222,567 口座振替
000092 3 平成20年5月30日 株式会社 あたごや青果 給食材料費 ４月分 給食材料費 253,382 口座振替
000092 4 平成20年5月30日 諫早乳業株式会社 給食材料費 ４月分 給食材料費 109,145 口座振替
000092 5 平成20年5月30日 アサヒフード株式会社 給食材料費 ４月分 給食材料費 39,127 口座振替
000093 1 平成20年5月30日 ㈱シンコー（委託） 委託料 委託料（調理労働者派遣） 920,577 口座振替
000093 2 平成20年5月30日 古川養豚 委託料 委託料（残飯・残菜収集業務） 70,350 口座振替
000094 1 平成20年5月30日 東芝メディカルシステムズ㈱長崎サービスセンタ 委託料 委託料（放射線撮影装置保守点検） 51,135 口座振替
000094 2 平成20年5月30日 キングラン九州 株式会社 賃借料 賃借料（カーテン） 105,525 口座振替
000098 1 平成20年5月30日 ホームプラザナフコ大村店（消耗） 消耗品費 モップほか 5,010 小切手払
000098 2 平成20年5月30日 扇精光㈱ 消耗品費 感光体ユニット代 16,800 小切手払
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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
000098 3 平成20年5月30日 ㈲ユニックス タケヤ（被服） 被服費 被服費 5,187 小切手払
000100 1 平成20年5月30日 川口印刷㈱（印刷） 消耗品費 印刷代（面会票） 18,900 小切手払
000101 1 平成20年5月30日 ワークショップベーカリーあすなろ 給食材料費 ４月分 給食材料費 12,196 小切手払
000101 2 平成20年5月30日 北川鮮魚店（給材） 給食材料費 ４月分 給食材料費 21,096 小切手払
000101 3 平成20年5月30日 虎 鮮魚店 給食材料費 ４月分 給食材料費 251,550 小切手払
000101 4 平成20年5月30日 長崎県職員生活協同組合（消耗） 給食材料費 ４月分 給食材料費 2,000 小切手払
000102 1 平成20年5月30日 扇精光㈱ 消耗品費 トナーカートリッジ代 25,200 小切手払
000102 2 平成20年5月30日 株式会社 松本仏壇店 消耗品費 生花代 15,750 小切手払
000102 3 平成20年5月30日 （有）井上文具 消耗品費 カードホルダー代 4,536 小切手払
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