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○つがる西北五広域連合病院事業職員のハラスメント防止等に関する規程 

………（平成30年８月29日病院事業管理規程第９号）…… 788 

 



 

○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

………（平成24年３月27日条例第13号）…… 791 

○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第18号）…… 798 

〇つがつ西北五広域連合病院事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する 

 規程 

             ………（令和２年３月26日病院事業管理規程第１号）…… 858 

○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例附則第４ 

項から第６項までの規定による手当の激変緩和措置に関する規程 

………（平成26年４月１日病院事業管理規程第24号）…… 881 

○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程 

 附則第４項から第６項までの規定による給料に関する規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第19号）…… 883 

○つがる西北五広域連合病院企業職員の初任給、昇格昇給等の基準に関する規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第17号）…… 884 

○つがる西北五広域連合病院企業職員の給与の臨時特例に関する規程 

………（平成25年７月１日病院事業管理規程第６号）…… 943 

〇つがる西北五広域連合病院事業職員の感染症作業手当の特例に関する規程 

             ………（令和２年６月29日病院事業管理規程第19号）…… 945 

 

      第４節 財務 

○つがる西北五広域連合病院事業会計規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第24号）…… 947 

○つがる西北五広域連合病院事業出納取扱金融機関の指定 

………（平成22年３月29日告示第３号）…… 980 

○つがる西北五広域連合病院事業指定代理納付者の指定 

………（平成27年３月30日告示第１号）…… 981 

○つがる西北五広域連合病院事業使用料及び手数料等条例 

………（平成23年11月29日条例第７号）…… 982 

○つがる西北五広域連合病院事業使用料及び手数料等条例施行規程 

………（平成23年12月２日病院事業管理規程第６号）…… 985 

○つがる西北五広域連合病院事業時間外診療における医療費預り金規程 

………（平成23年12月２日病院事業管理規程第７号）…… 989 

○つがる西北五広域連合病院事業財産の目的外使用料徴収規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第23号）…… 993 

○つがる西北五広域連合病院事業公舎の管理及び貸与に関する規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第21号）…… 998 

○つがる西北五広域連合病院事業契約事務規程 

………（平成23年９月１日病院事業管理規程第５号）……1006 

 



 

○つがる西北五広域連合病院事業物品等入札参加資格審査規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第22号）……1007 

 

      第５節 診療 

○つがる西北五広域連合病院事業診療規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第20号）……1008 

 

○つがる西北五広域連合医療情報システム等運用管理規程 

………（平成24年３月30日病院事業管理規程第25号）……1011 

○つがる西北五広域連合病院事業施設管理規程 

………（平成26年４月１日病院事業管理規程第23号）……1015 


