
令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

総務局 公文書館 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公文書館管理事務用　コピー代の支出について（４月分）
3,087

総務局 公文書館 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 公文書館管理事務用「平成３１年度全国公文書館長会議」への出張旅費の支出について
37,740

総務局 公文書館 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公文書館施設管理用機械警備等業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（５月分）
6,480

総務局 公文書館 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 大阪市公文書館清掃業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（５月分）
128,850

総務局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（４月分）
7,889

総務局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　負担金 庁舎管理事務用　電波利用料の支出について
1,800

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
426

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（平成31年４月分）
38,795

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,695

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,950

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
216

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
530

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,296

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　食糧費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
318

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　印刷製本費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
90

総務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 総務局　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
784

総務局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第132回）」の開催に係る経費の支出について
122,500

総務局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第132回）」の開催に係る経費の支出について
2,160

総務局 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
11,361

総務局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
198,424

総務局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
9,852

総務局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎管理事務用　「大阪市役所本庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,189,402

総務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
93,348

総務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（公文書館 令和元年５月分）
5,130

総務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
551,818

総務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
32,367

総務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
82,990

総務局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 庁舎設備管理事務用　大阪市役所本庁舎昇降機設備保守点検業務委託の実施にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,371,600

総務局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（令和元年５月分）
10,050

総務局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理事務用　「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入」にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
4,118

総務局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 庁舎管理事務用　大阪市役所本庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
8,545,867

総務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第133回）」の開催に係る経費の支出について
122,500

総務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第134回）」の開催に係る経費の支出について
122,500

総務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第133回）」の開催に係る経費の支出について
2,160

総務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 外郭団体総括事務用「大阪市外郭団体評価委員会（第134回）」の開催に係る経費の支出について
2,160

総務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
5,647

総務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話回線使用料の支出について（５月利用分）
1,055,183

総務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　IP電話内線網使用料の支出について（５月利用分）
36,123

総務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 電話管理事務用　アナログ電話回線使用料の支出について（５月利用分）
7,132

総務局 行政課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成31年４月分）
7,712

総務局 行政課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第282回大阪市情報公開審査会（第１部会）の委員報酬等の支出について
73,500

総務局 行政課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 情報公開・個人情報保護業務用　第282回大阪市情報公開審査会（第１部会）の委員報酬等の支出について
1,600

総務局 行政課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「月刊　判例地方自治」の購入経費の支出について（４月号分）
1,296

総務局 行政課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（平成31年４月分）
6,775

総務局 行政課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第45回法規問題研究会（上級コース）第８回研究会の経費の支出について（実施日：令和元年５月16日）
35,120

総務局 行政課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
7,737

総務局 行政課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１４点買入の実施にかかる経費の支出について（4月分）
648,213
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総務局 行政課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第69回個人情報保護審議会（第２部会）の開催及び同経費の支出について
98,000

総務局 行政課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 情報公開・個人情報保護業務用　第69回個人情報保護審議会（第２部会）の開催及び同経費の支出について
2,380

総務局 行政課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民情報プラザ事務用カラー複写機に係るコピー代金の支出について（平成31年４月分）
1,605

総務局 行政課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 情報公開・個人情報保護業務用書籍「行政不服審査事務提要（944ー951）」の購入に係る経費の支出について
31,360

総務局 行政課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用地方公営企業関係法令実例集追録買入の実施にかかる経費の支出について（第1回中間支払）
12,354

総務局 行政課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務及び文書交換所事務用　コピー代の支出について（平成31年４月分）
618

総務局 行政課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 文書管理事務及び文書交換所事務用　コピー代の支出について（平成31年４月分）
486

総務局 行政課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 大阪市文書管理システム目録公開サブシステム用通信サービス等提供（その２）　長期契約に係る経費の支出について（平成31年４月分）
16,200

総務局 行政課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 訴訟事務用弁護士報酬の支出について（1-1、着手金）
540,000

総務局 行政課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報償費　報償金 法規事務用第45回法規問題研究会（上級コース）第９回研究会の経費の支出について（実施日：令和元年５月30日）
23,740

総務局 行政課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　印刷製本費 訴訟事務用立替実費（コピー代）の支出について
8,030

総務局 行政課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 情報公開・個人情報保護業務用　平成31年度大阪市市民情報プラザ窓口案内等業務委託の実施にかかる経費の支出について（５月分）
173,970

総務局 行政課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　使用料 文書管理システム用サーバ機及び周辺装置一式借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
7,553,304

総務局 行政課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 公報発行事務用 大阪市公報の発行に係る経費の支出について（５月分）
115,953

総務局 行政課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 情報公開・個人情報保護業務用　市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
1,512

総務局 行政課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（印紙代及び予納郵券代）の支出について
5,000

総務局 行政課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（印紙代及び予納郵券代）の支出について
147,000

総務局 行政課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第68回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬等の支出について
98,000

総務局 行政課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 情報公開・個人情報保護業務用　第282回大阪市情報公開審査会（第２部会）の委員報酬等の支出について
73,500

総務局 行政課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 情報公開・個人情報保護業務用　第68回個人情報保護審議会（第１部会）委員報酬等の支出について
2,660

総務局 行政課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 情報公開・個人情報保護業務用　第282回大阪市情報公開審査会（第２部会）の委員報酬等の支出について
2,280

総務局 行政課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 文書管理事務用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
1,030

総務局 行政課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 法規事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
10,956

総務局 行政課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 大阪市文書管理システム目録公開サブシステム用通信サービス等提供（その２）　長期契約に係る経費の支出について（令和元年５月分）
16,200

総務局 行政課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書管理システム事務用磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託料の支出について（令和元年５月分）
1,728

総務局 行政課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 法規事務用行政判例集成行政法総則編ほか１４点買入の実施にかかる経費の支出について（5月分）
89,775

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（収入印紙費用及び郵送費用）の支出について
2,080

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（収入印紙費用及び郵送費用）の支出について
24,600

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（令和元年５月分）
20,289

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会及び非常勤審理員にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
472,667

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 行政不服審査事務用大阪市行政不服審査会及び非常勤審理員にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
4,480

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 市民相談室事務用複写機に係るコピー代金の支出について（令和元年５月分）
14,302

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用　平成31年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（平成31年４月分）
1,693,440

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 委託料　委託料 文書交換所事務用　平成31年度大阪市文書逓送業務委託に係る経費の支出について（令和元年５月分）
1,608,768

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 訴訟事務用立替実費（収入印紙費用及び郵送費用）の支出について
2,080

総務局 行政課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 訴訟事務用立替実費（収入印紙費用及び郵送費用）の支出について
24,600

総務局 監察課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察課事務用　市内出張交通費の支出について（４月分）
698

総務局 監察課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　消耗品費 公正職務関係事務用　コピー代金の支出について（４月分）
14,723

総務局 監察課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 公正職務関係事務用　大阪市公正職務審査委員会委員報酬及び旅費の支出について（令和元年５月開催分）
441,000

総務局 監察課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 公正職務関係事務用　大阪市公正職務審査委員会委員報酬及び旅費の支出について（令和元年５月開催分）
1,080

総務局 監察課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 監察課事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
1,250

市民局 総務担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
82

市民局 総務担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
200

市民局 総務担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
82

市民局 総務担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
82

市民局 総務担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
82

市民局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市民局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
43,118
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市民局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について③（５月分）
37,719

市民局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）一式　長期借入の支出について⑧（５月分）
20,844

市民局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式（視覚障がい者用） 長期借入の経費の支出について②（５月分）
57,456

市民局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑩（５月分）
25,225

市民局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑪（５月分）
33,764

市民局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（市民局）一式 長期借入にかかる支出について①（５月分）
285,355

市民局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　市民局庁内情報利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について⑨（５月分）
197,921

市民局 総務担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎４階）（５月分）
84,545

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 総務担当　市内出張交通費の支出について（４月分）
9,774

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（本庁舎地下１階）（５月分）
3,446

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　ＦＡＸコピー代の支出について（５月分）
2,873

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
304

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
1,336

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
1,092

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
12,494

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
82

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
2,943

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
392

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
11,354

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
684

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
246

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
1,872

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
1,945

市民局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
8,668

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（市民局負担分）の支出について（平成31年４月分）
76,788

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,272

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,272

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,272

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,637

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,272

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,274

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,272

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,637

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,274

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,637

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,637

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
10,636
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市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,274

市民局 施設担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおけるサービス提供業務（長期継続）にかかる委託料（区役所負担分）の支出について（平成31年４月分）
21,274

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,196

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,597

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,597

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,196

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,196

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,196

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,196

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,194

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,196

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,598

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
24,597

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,195

市民局 施設担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館スケジュール管理システムにおける通信サービス提供業務（長期継続）にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
49,196

市民局 施設担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 旅費　普通旅費 施設担当用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
991

市民局 施設担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所附設会館スケジュール管理システム用パソコン等機器一式　長期借入（その２）にかかる使用料の支出について（令和元年５月分）
22,248

市民局 財産活用担当 令和元年06月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターすみよし南機械警備業務委託経費の支出について（４月分）
19,440

市民局 財産活用担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターすみよし南に係る電気料金（５月分）の支出について
2,295

市民局 財産活用担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 役務費　通信運搬費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわに係る電話料金（５月分）の支出について
3,371

市民局 財産活用担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしすみよしに係る電気料金（５月分）の支出について
5,398

市民局 財産活用担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターひがしよどがわ及びあさひ西に係る電気料金（５月分）の支出について
3,020

市民局 財産活用担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 財産管理用：もと市民交流センターよどがわ及びにしなりに係る電気料金（５月分）の支出について
14,808

市民局 財産活用担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターよどがわ外４施設機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
78,554

市民局 財産活用担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 財産管理用：もと市民交流センターよどがわ外４施設機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
8,926

市民局 住民情報担当 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（４月分）
46,622

市民局 住民情報担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 平成31年度　全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会第１回役員会に係る出張命令及び旅費の支出について
102,864

市民局 住民情報担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 Ｑ＆Ａ戸籍・在留管理制度の窓口事務の購入(追録）にかかる経費の支出について
6,112

市民局 住民情報担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器一式借入経費の支出について（５月分）
101,088

市民局 住民情報担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード等裏面記載対応プリンタ機器　長期借入に係る経費の支出について（ＩＣＴ戦略室移管分）（５月分）
511,920

市民局 住民情報担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 顔認証システム端末機器等　一式　長期借入に係る経費の支出について（ＩＣＴ戦略室移管分）（５月分）
128,844

市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイの長期借入（追加分）経費の支出について（令和元年5月分）
10,152

市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 個人番号カード暗証番号入力用タッチパネルディスプレイ長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
36,659

市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステムサーバ等機器一式借入経費の支出について（令和元年5月分）
233,496

市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
4,257,678

市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
3,304,761
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市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 社会保障・税番号制度にかかる中間サーバ接続端末等の長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
12,150

市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末等機器一式借入経費の支出について（令和元年5月分）
598,395

市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システム用統合端末等機器（市民局）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
552,220

市民局 住民情報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳等事務システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
12,459

市民局 住民情報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（５月分）
23,647

市民局 住民情報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用サーバ及び周辺機器一式長期借入の実施経費の支出について（5月分）
1,266,840

市民局 住民情報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用機器（プリンタ）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
114,480

市民局 住民情報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 証明発行用システム機器長期借入費用の支出について（5月分）
1,379,160

市民局 住民情報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システム用クライアント及びプリンタ等周辺機器一式長期借入の実施経費の支出について（5月分）
1,411,452

市民局 住民情報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金の支出について（１回目）
105,806,000

市民局 住民情報担当 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 大阪市梅田サービスカウンター維持管理用　光熱水費の支出について（５月分）
5,511

市民局 住民情報担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（市民局）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
864

市民局 住民情報担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（市民局）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,728

市民局 住民情報担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 住民情報担当用　市内出張交通費の支出について（４月分）
13,594

市民局 住民情報担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
544

市民局 住民情報担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
851

市民局 住民情報担当 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
77

市民局 住民情報担当 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
50

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（５月分）
20,183

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　ファックス付コピー代金の支出について（５月分）
410

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 郵送事務処理センター事務用　コピー代金の支出について（５月分）
24,846

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守契約経費（コピー代）の支出について（５月分）
56,851

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（５月分）
134,924

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスの実施経費の支出について（５月分）
4,860

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市サービスカウンター事務用　庁内情報ネットワーク回線使用料の支出について（５月分）
15,390

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスの実施経費の支出について（５月分）
1,620

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市戸籍情報システム保守業務委託の経費の支出について（5月分）
4,111,390

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 戸籍情報システムソフトウェア使用許諾の経費の支出について（5月分）
6,139,260

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカードアプリケーション搭載サービスの利用にかかる経費の支出について
585,922

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスの実施経費の支出について（５月分）
4,860

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 住民票・戸籍関係証明書発行コーナー及び大阪市サービスカウンターにおけるPiTaPaカード決済サービスの実施経費の支出について（５月分）
1,620

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成31年６月分）
1,569,888

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市天王寺サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成31年５月分）
908,198

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバーカードアプリケーション搭載サービスの利用にかかる経費の支出について
146,480

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 大阪市サービスカウンター事務用　コピー代金の支出について（５月分）
1,607

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 大阪市天王寺サービスカウンター維持管理用　光熱費の支出について（５月分）
12,266

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市天王寺サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成31年５月分）
82,563

市民局 住民情報担当 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市梅田サービスカウンターの不動産賃借にかかる経費の支出について（平成31年６月分）
365,904

市民局 ＮＰＯ法人担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　消耗品費 ＮＰＯ法人担当用コピー代金の支出について（４月分）
4,379

市民局 ＮＰＯ法人担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　消耗品費 ＮＰＯ法人担当用コピー代金の支出について（５月分）
4,703

市民局 ＮＰＯ法人担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 ＮＰＯ法人担当用市内等出張交通費の支出について（５月分）
1,987

市民局 人権企画課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権企画課用　市内等出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
23,565

市民局 人権企画課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第４７回）
97,500

市民局 人権企画課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 大阪市ヘイトスピーチ審査会用委員報酬及び費用弁償の支出について（第４７回）
2,240

市民局 人権企画課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 第１回多文化共生施策にかかる有識者意見聴取にかかる経費の支出について（平成31年4月22日実施）
11,820

市民局 人権企画課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 令和元年度都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議への出張にかかる普通旅費の支出について（令和元年5月21日開催分）
28,900

市民局 人権企画課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 「いのちの大切さを伝える」講演会講師派遣にかかる講師謝礼の支出について（令和元年6月3日実施）
12,300
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市民局 人権企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金 第３回犯罪被害者等支援条例制定に係る懇話会の委員報酬及び交通費の支出について（令和元年6月13日実施）
102,360

市民局 人権企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権企画課用　市内等出張交通費の支出について（令和元年５月分）
39,010

市民局 人権企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 ヘイトスピーチへの対処に関する条例の運用事務用インターネット回線使用料の支出について（令和元年５月分）
5,250

市民局 男女共同参画課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 第35回大阪市男女共同参画審議会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
16,500

市民局 男女共同参画課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 第35回大阪市男女共同参画審議会にかかる報酬及び費用弁償の支出について
360

市民局 男女共同参画課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 令和元年度　男女共同参画に関する「基礎研修」及び「苦情処理研修」の出席にかかる普通旅費の支出について
37,930

市民局 男女共同参画課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 料金後納郵便料金の支出について（５月分・配偶者暴力相談支援用）
1,230

市民局 男女共同参画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報償費　報償金
大阪市男女共同参画推進にかかる市民向け啓発・研修事業実施事業者検討会議（平成31年度男女共同参画普及啓発事業分）にかかる報酬及び交通費の支出
について 50,900

市民局 男女共同参画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 庁内回線利用料の支出について（５月分・配偶者暴力相談支援用）
5,130

市民局
人権啓発・相談セン
ター

令和元年06月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　消耗品費 大阪市人権啓発・相談センター運営用電子複写機消耗品代の支出について（４月分）
8,669

市民局
人権啓発・相談セン
ター

令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 人権啓発・相談センター運営用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
17,150

市民局
人権啓発・相談セン
ター

令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 大阪市人権相談事業　業務委託料の支出について（令和元年５月分）
2,775,276

市民局
人権啓発・相談セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　使用料 人権侵害事象等現認用ノートパソコン借入にかかる使用料の支出について（令和元年５月分）
3,888

市民局
人権啓発・相談セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用郵便後納料金の支出について（５月分）
1,325

市民局
人権啓発・相談セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 役務費　通信運搬費 大阪市人権啓発・相談センター運営用庁内情報システム回線使用料の支出について（５月分）
5,130

市民局 雇用・勤労施策課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　普通旅費 雇用・勤労施策用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
7,698

市民局 雇用・勤労施策課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 令和元年度「しごと情報ひろば天下茶屋」施設機械警備業務の実施にかかる経費の支出について（５月分）
7,560

市民局 雇用・勤労施策課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 しごと情報ひろば総合就労サポート事業における建物（しごと情報ひろば天下茶屋）賃借料の支出について（５月分）
438,561

市民局 区行政制度担当 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（令和元年９月実施分）の会場使用料の支出について
16,600

市民局 区行政制度担当 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 使用料及賃借料　使用料 ナイター法律相談（令和元年５月）の所要経費の支出について
16,600

市民局 区行政制度担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報償費　報償金 平成31年度家庭問題相談事業の実施経費の支出について（５月分）
56,000

市民局 区行政制度担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 区行政制度担当用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
1,530

市民局
地域力担当企画連携
グループ

令和元年06月05日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 区政支援室地域力担当（企画連携グループ）業務用　市内出張旅費の支出について（平成３１年４月分）
4,841

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月21日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 平成31年度市民協働職員研修（基礎研修）に係る講師謝礼の支出について（令和元年5月21日、5月27日開催分）
23,300

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 使用料及賃借料　使用料 大阪市市民活動総合ポータルサイトのホスティングサーバ費の支出について（５月分）
6,264

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（淀川区防災リーダー隊長会、派遣計画策定のための派遣、５月20日）
15,420

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（NPO法人シヴィル・プロネット関西、派遣計画に基づく派遣 ５月17日）
30,360

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（特定非営利活動法人Kunこころの宮、派遣計画に基づく派遣、５月８日）
23,040

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（鯰江地域活動協議会、派遣計画に基づく派遣、５月16日）
16,900

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報償費　報償金 大阪市地域公共人材の派遣に伴う謝礼金の支出について（ＮＰＯ法人しぶたね、派遣計画に基づく派遣、５月15日）
22,020

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 平成31年度社会課題解決に向けたプラットフォーム構築業務（大阪市市民活動総合支援事業）の委託料の支出について（４月分）
517,431

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 平成31年度市民活動に関する相談受付・情報提供窓口の開設・運営業務（大阪市市民活動総合支援事業）の委託料の支出について（４月分）
381,762

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 委託料　委託料 平成31年度ICTを活用した市民活動に役立つ情報発信業務（大阪市市民活動総合支援事業）の委託料の支出について（４月分）
453,645

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 「小規模多機能自治推進ネットワーク会議令和元年度総会」及び「令和元年度総会関連研修会」への参加について
37,170

市民局
地域力担当地域支援
グループ

令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　消耗品費 「小規模多機能自治推進ネットワーク会議令和元年度総会」及び「令和元年度総会関連研修会」にかかる参加代の支出について
10,000

市民局 地域安全担当 令和元年06月03日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ事業にかかる電気料金の支出について（4月分1件、5月分33件）
10,638

市民局 地域安全担当 令和元年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ事業にかかる電気料金の支出について（5月分76件）
23,818

市民局 地域安全担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 需用費　光熱水費 安全なまちづくり推進用　子どものための見守りカメラ事業にかかる電気料金の支出について（5月分30件）
9,140

市民局 地域安全担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 オウム真理教対策関係市区町連絡会総会の出席に係る旅費の支出について
28,500

市民局 地域安全担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　普通旅費 地域安全担当用　市内等出張交通費の支出について（4月分）
20,584

市民局 地域安全担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（２台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（令和元年5月分通信通話料等）
3,340

市民局 地域安全担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 役務費　通信運搬費 安全なまちづくり推進用　スマートフォン端末（６台）用通信・通話回線利用契約等に係る経費の支出について（4月分通信通話料等、5月分セキュリティ契約料）
11,352

市民局 消費者センター 令和元年06月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 若年者向け消費者教育講座（5月14日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 令和元年06月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用ＦＡＸ・コピー代の支出について（4月分）
5,310

市民局 消費者センター 令和元年06月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（4月分）
120,123

市民局 消費者センター 令和元年06月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（4月分）
68,327

市民局 消費者センター 令和元年06月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（4月分）
1,872
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市民局 消費者センター 令和元年06月07日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（4月分）
4,860

市民局 消費者センター 令和元年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　其他委員等旅費 消費者センター市内出張交通費の支出について【非常勤嘱託職員・４月分】
2,830

市民局 消費者センター 令和元年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
4,500

市民局 消費者センター 令和元年06月12日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター庁内情報通信サービス提供経費の支出について（4月分）
5,130

市民局 消費者センター 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（5月22日分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 令和元年06月14日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者行政職員研修職員講座　管理職講座への出席及び同所要経費の支出について（一般事務用）
33,090

市民局 消費者センター 令和元年06月19日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（4月27日分）に係る講師への報償金の支出について
2,694

市民局 消費者センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（６月４日分）に係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 消費者被害防止のための高齢者の支援者向け見守り講座（6月10日開催分）に係る講師への報償金の支出について
5,200

市民局 消費者センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（5月分）
71,167

市民局 消費者センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（5月分）
1,248

市民局 消費者センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　光熱水費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（5月分）
143,775

市民局 消費者センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用消費者センター照明・コンセント料金、空調料金、水道料金及び構内配線使用料の支出について（5月分）
4,860

市民局 消費者センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 使用料及賃借料　不動産賃借料 施設維持用消費者センター事務所部分の賃借及び同所要経費の支出について（令和元年7月分）
7,021,414

市民局 消費者センター 令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報償費　報償金 各種講座用地域講座（６月６日分）係る講師への報償金の支出について
3,000

市民局 消費者センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（５月分）
3,900

市民局 消費者センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　普通旅費 消費者センター市内等出張交通費の支出について（５月分）
5,340

市民局 消費者センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用ＦＡＸ・コピー代の支出について（5月分）
3,476

市民局 消費者センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 需用費　消耗品費 消費者センター一般事務用電子複写機消耗品代の支出について（5月分）
21,782

市民局 消費者センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,896

市民局 消費者センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費生活相談用　タブレット端末用通信回線の使用経費の支出について（平成31年4月分）
3,304

市民局 消費者センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 役務費　通信運搬費 消費者行政推進用　タブレット端末用通信回線の使用にかかる通信経費の支出について（2019年4月分）
4,963

財政局 財務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　財政担当局長会議及び地方財政連絡会議への出席にかかる経費の支出について
58,820

財政局 財務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　追録（地方財務実務提要570-573）ほか１点の経費の支出について
37,460

財政局 財務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 需用費　消耗品費 財務部事務用　平成31年度　地方交付税のあらましほか１点の経費の支出について
3,000

財政局 財務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　窓口・財政担当課長、東京事務所次長・副所長合同会議への出席にかかる経費の支出ついて
28,840

財政局 財務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,484

財政局 財務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式（ハイブリッドタブレット端末）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
10,372

財政局 財務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月調達）にかかる経費の支出について（５月分）
26,995

財政局 財務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（財政局財務部）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,006

財政局 財務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成31年3月調達）にかかる経費の支出について（５月分）
157,026

財政局 財務課 令和元年06月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,484

財政局 財務課 令和元年06月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成31年3月調達）にかかる経費の支出について（５月分）
55,331

財政局 財務課 令和元年06月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　カラープリンタ装置等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
10,260

財政局 財務課 令和元年06月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財務部事務用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月調達）にかかる経費の支出について（５月分）
5,399

財政局 財務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　其他委員等旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
380

財政局 財務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
3,002

財政局 財務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　総務省との意見交換にかかる経費の支出について
115,000

財政局 財務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 負担金、補助及交付金　会費 財務部事務用　令和元年度地域活性化センター会費の支出について
900,000

財政局 財務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 旅費　普通旅費 財務部事務用　市内出張交通費の支出について（５月追加分）
1,120

財政局 財務課 令和元年06月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会用　大阪市市会議案概算印刷にかかる経費の支出について（第１回）
253,108

財政局 財務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 役務費　通信運搬費 財務部事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
1,888

財政局 財源課（公債） 令和元年06月05日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
57,570

財政局 財源課（公債） 令和元年06月05日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「地方債実務要覧２８２７－２８５５」の購入に係る経費の支出について
101,152

財政局 財源課（公債） 令和元年06月06日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 個別訪問ＩＲに係る出張旅費の支出について
29,420

財政局 財源課（公債） 令和元年06月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
8,000,000,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月11日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
43,491,712
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財政局 財源課（公債） 令和元年06月12日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
166,500,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月12日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月１２日支払分利子支払手数料の支出について
121,500

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
20,000,000,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
147,000,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
168,000,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
69,839,632

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
128,372,328

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第１１回３０年公募公債に係る引受手数料の支出について
76,950,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月１４日支払分利子支払手数料の支出について
324,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第１１回３０年公募公債に係る募集受託手数料の支出について
3,240,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月14日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 大阪市第１１回３０年公募公債に係る新規記録手数料の支出について
391,932

財政局 財源課（公債） 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
600,000,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
47,505,481

財政局 財源課（公債） 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
27,560,274

財政局 財源課（公債） 令和元年06月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
47,505,479

財政局 財源課（公債） 令和元年06月18日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
735,464,835

財政局 財源課（公債） 令和元年06月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月１８日支払分利子支払手数料の支出について
607,500

財政局 財源課（公債） 令和元年06月18日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月１８日支払分キャップ料の支出について
9,972,602

財政局 財源課（公債） 令和元年06月19日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
86,050,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月19日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月１９日支払分利子支払手数料の支出について
81,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
27,560,278

財政局 財源課（公債） 令和元年06月21日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,800,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月21日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月２１日支払分利子支払手数料の支出について
3,499

財政局 財源課（公債） 令和元年06月24日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債利子の支出について
1,800,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（５月分）の支出について
1,028

財政局 財源課（公債） 令和元年06月24日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月２４日支払分利子支払手数料の支出について
3,499

財政局 財源課（公債） 令和元年06月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
3,000,000,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月25日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
3,300,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月25日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月２５日支払分利子支払手数料の支出について
2,922,415

財政局 財源課（公債） 令和元年06月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 元金 償還金、利子及割引料　各公債元金償還金 公債元利金の支出について
770,000,000

財政局 財源課（公債） 令和元年06月26日 公債費会計 公債費 元利償還金 利子 償還金、利子及割引料　各公債利子 公債元利金の支出について
27,560,278

財政局 財源課（公債） 令和元年06月26日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 第194回共同発行市場公募地方債に係る新規記録手数料の支出について
45,197

財政局 財源課（公債） 令和元年06月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 需用費　消耗品費 財源調整事務用「地方債実務要覧２８５６－２８７６」の購入に係る経費の支出について
73,248

財政局 財源課（公債） 令和元年06月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
7,445

財政局 財源課（公債） 令和元年06月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　通信運搬費 財務部事務用金融情報閲覧用インターネット利用に係る経費の支出について（４月分）
29,204

財政局 財源課（公債） 令和元年06月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 役務費　手数料 令和元年６月２８日支払分元利金支払手数料の支出について
129,600

財政局 財源課（公債） 令和元年06月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 財源調整事務用「金融情報提供サービス用パソコン等借入（再リース）」の実施並びに同経費の支出について（５月分）
6,588

財政局 財源課（公債） 令和元年06月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 起債事務用　令和元年度会費の支出について
1,350,000

財政局 管理課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用「行政判例集成　滞納処分編」ほか８点買入（上半期）に係る経費の支出について（１回目）
115,104

財政局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの提供に伴う支出について（４月分）
5,130

財政局 管理課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　会費 2019年度一般財団法人資産評価システム研究センター正会員会費の支出について
150,000

財政局 管理課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
518

財政局 管理課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,231

財政局 管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 第２回税務システム標準化・共通化研究会の出席に係る管外出張旅費について
28,900

財政局 管理課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる光熱水費等分担金の支出について（４月分）
17,029

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 梅田市税事務所に係る光熱水費の支出について（５月分）
319,807

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（令和元年6月分）の支出について
2,464,342
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財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
11,664

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（財政局税務部）一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
64,620

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入に係る経費の支出について（５月分）
82,983

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（財政局税務部）一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
12,938

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用（財政局本設置分））等機器一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
219,672

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システムサーバ機器等長期借入経費の支出について（５月分）
9,547,848

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 税務事務システム端末機器等一式長期借入（再リース）に係る経費の支出について（５月分）
254,880

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 住民基本台帳ネットワークシステム端末機器（財政局税務部）一式長期借入（再リース）の経費の支出について（５月分）
103,680

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器長期借入に係る経費の支出について（５月分）
8,668,031

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 カラープリンタ装置等機器一式長期借入（その２）に係る経費の支出について（５月分）
46,764

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン長期借入に係る経費の支出について（５月分）
2,933,335

財政局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪駅前第２ビル管理費及び修繕積立金（令和元年6月分）の支出について
817,626

財政局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 弁天町市税事務所清掃業務委託に係る経費の支出について（５月分）
152,140

財政局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度　税務部・市税事務所における税務事務補助業務に係る労働者派遣に係る経費の支出について（平成31年４月分）
4,262,211

財政局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 財政局税務部分室（駅前第２ビル４階）機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費の支出について（R1年５月分）
12,960

財政局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 京橋市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（５月分）
98,820

財政局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 梅田市税事務所（大阪駅前第２ビル）に係る駐車場利用料の支出について（７月分）
64,800

財政局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 あべの市税事務所に係る光熱費の支出について（５月分）
339,581

財政局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 あべのメディックスに係る光熱水費の支出について（電気料５月分）
172,721

財政局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託に係る経費の支出について（平成31年４月分）
1,343

財政局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 税証明書発行手数料等クレジット決済処理業務委託に係る経費の支出について（令和元年５月分）
2,700

財政局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（2019年７月分）の支出について
1,151,955

財政局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る賃料及び共益費の支出について（７月分）
8,944,461

財政局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 あべのメディックス管理費及び修繕積立金（2019年７月分）の支出について
307,191

財政局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 弁天町市税事務所に係る光熱水費の支出について（R1年5月分））
882,412

財政局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 平成３１年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（５月分）の支出について
2,702

財政局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 平成３１年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（５月分）の支出について
2,855

財政局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 平成３１年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（５月分）の支出について
2,757

財政局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 平成３１年度　船場法人市税事務所分室（中央府税設置窓口分）にかかる電話代（５月分）の支出について
2,747

財政局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 弁天町市税事務所機械警備業務委託に係る経費の支出について（５月分）
31,968

財政局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所　機械警備等業務委託（長期継続契約）の経費支出について（5月分）
8,164

財政局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（大阪ベイタワー）に係る賃料及び共益費の支出について（６月分）
5,244,145

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 税務事務用判例地方自治２０１９年５月号ほか４点買入に係る経費の支出について
24,776

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市市税事務所事務用タブレット型端末長期借入に係る経費の支出について（5月使用分）
7,992

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市市税事務所事務用タブレット型端末長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
7,992

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 大阪市市税事務所事務用タブレット型端末長期借入に係る経費の支出について（5月使用分）
23,988

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 税証明書発行手数料等クレジット入金処理業務委託に係る経費の支出について（平成31年４月分）
947

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度及び平成31年度大阪市税証明郵送センターにおける税証明書発行関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）の経費の支出について（５月分）
328,271

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局船場法人市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（５月分）
65,340

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐車場利用料の支出について（７月分）
30,000

財政局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る駐輪場利用料の支出について（7・8・9月分）
13,500

財政局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（５月分）
542,380

財政局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所に係る光熱水費及び電話料金の支出について（５月分）
5,400

財政局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務経費の支出について（５月分）
1,728

財政局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る駐車場利用料の支出について（６月分）
118,800

財政局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべの市税事務所（あべのメディックスビル）に係る駐車場利用料の支出について（７月分）
45,870

財政局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 なんば市税事務所（大阪シティエアターミナルビル）に係る賃料及び共益費の支出について（６月分）
12,005,496
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財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）嘱託職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
3,414

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 梅田市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
36,232

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
21,909

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 地方税共同機構全国連絡会議に係る管外出張旅費の支出について
28,830

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部（管理・計理・審査・システム）職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
4,098

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
29,836

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
36,919

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
92,490

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所職員市内出張交通費等の支出について（４月分）
24,448

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 京橋市税事務所に係る光熱水費の支出について（Ｈ31.4月分）
259,610

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る共用電気使用料の支出について（５月分）
147,789

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　光熱水費 船場法人市税事務所に係る光熱水費の支出について（５月分）
413,902

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 梅田・京橋・弁天町市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（Ｒ1年５月分）
234,470

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
97,700

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,258

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
44,412

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば・あべの・船場法人市税事務所に係る後納郵便料金の支出について（５月分）
1,184,698

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
33,859

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 税務部用後納郵便料金の支出について（５月分）
43,147

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 市税事務所用後納郵便料金の支出について（５月分）
73,352,402

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 なんば市税事務所清掃業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（５月分）
92,545

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市財政局梅田市税事務所機械警備業務委託（長期継続契約）経費の支出について（5月分
35,640

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る賃料及び共益費、室外機専用使用料の支出について（7月分）
3,800

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 ファクシミリ装置一式借入（平成29年10月1日～平成31年9月30日リース延長）経費の支出について（５月分）
51,624

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 京橋市税事務所（ＪＥＩ京橋ビル）に係る賃料及び共益費の支出について（7月分）
7,592,847

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 船場法人市税事務所（船場センタービル）に係る賃料及び共益費、室外機専用使用料の支出について（7月分）
9,693,825

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　不動産賃借料 弁天町市税事務所（大阪ベイタワー）に係る駐車場利用料の支出について（７月分）
41,040

財政局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 なんば市税事務所鼠・衛生害虫防除作業に係る経費の支出について
60,031

財政局 収税課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（H31.4月分）
924,480

財政局 収税課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（H31.4月分）
189,670

財政局 収税課 令和元年06月04日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（H31.4月分）
13,953

財政局 収税課 令和元年06月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（H31.4月分）
14,796

財政局 収税課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストア等における収納代行業務委託に係る経費の支出について（H31.4月分）
8,678,943

財政局 収税課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストア等における収納代行業務委託に係る経費の支出について（H31.4月分）
3,781,898

財政局 収税課 令和元年06月07日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 コンビニエンスストア等における収納代行業務委託に係る経費の支出について（H31.4月分）
308,371

財政局 収税課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 コンビニエンスストア等における収納代行業務委託に係る経費の支出について（H31.4月分）
1,104,187

財政局 収税課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
247,919

財政局 収税課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 自治大学校が実施する「税務専門課程第17期税務・徴収コース」に係る研修経費の支出について
43,000

財政局 収税課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　会費 自治大学校が実施する「税務専門課程第17期税務・徴収コース」に係る研修経費の支出について
69,600

財政局 収税課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（5月分）
6,840

財政局 収税課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 市債権収納事務用市内等出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
2,660

財政局 収税課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 収納対策特別チームに係る返信用切手の購入にかかる経費の支出について
41,370

財政局 収税課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 滞納処分業務用ハンド帳票（捜索調書ほか６点）の経費の支出について
258,012

財政局 収税課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 滞納処分業務用ハンド帳票（払込書ほか６点）の経費の支出について
265,140

財政局 収税課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 督促状（ＭＰＮ対応納付書）ほか１点の印刷にかかる経費の支出について（第１回分納）
774,651

財政局 収税課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和元年5月分）
4,410

財政局 収税課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和元年5月分）
540
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財政局 収税課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　手数料 Ｗｅｂ口座振替受付サービスにかかる従量料金の支払いについて（令和元年5月分）
540

財政局 収税課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 口座振替・自動払込依頼書受付完了のお知らせハガキ印刷に係る経費の支出について（第１回中間）
151,848

財政局 収税課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 市税事務所内収納現金等警備輸送業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（R1.5月分）
924,480

財政局 収税課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 大阪市税クレジットカード納付に係る収納代行業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
249,024

財政局 収税課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 Ｗeb口座振替・クレジット収納等勧奨チラシの印刷にかかる経費の支出について（完納）
867,749

財政局 収税課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度督促状搬送業務委託の実施にかかる経費の支出について（５月分）
112,590

財政局 収税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部収税課市内出張交通費等の支出について（5月分）
26,979

財政局 収税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 Apple Payによるクレジットカード収納勧奨用ポスター印刷にかかる経費の支出について（完納）
21,384

財政局 収税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度市税徴収金収納整理事務に係る印字出力・事後処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
693,355

財政局 収税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R1.5月分）
64,477

財政局 収税課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R1.5月分）
12,852

財政局 収税課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 Ｗｅｂ口座振替受付サービス業務委託　長期継続（概算契約）にかかる経費の支出について（R1.5月分）
12,916

財政局 課税課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度法人市民税申告納付依頼状作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（４月分）
149,988

財政局 課税課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス開発・運用業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（平成31年４月分）
21,600

財政局 課税課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度軽自動車税申告事務取扱費分担金の支出について
13,008,000

財政局 課税課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度法人市民税・事業所税申告納付依頼状等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（４月分）
332,485

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（嘱託・４月分）
720

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 固定資産税「家屋評価参考資料等の返信に係る封筒」の買入にかかる支出について
44,789

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 平成31年度市民税・府民税特別徴収税額通知書送付用封筒（封入封緘用）ほか１点買入の経費の支出について
2,970,091

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 平成31年度市民税・府民税特別徴収納入書印刷に係る経費の支出について
2,294,139

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 平成31年度市民税・府民税納税通知書同封用ちらしほか３点印刷の経費の支出について
1,413,391

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 平成31年度市民税・府民税特別徴収の手引きに係る正誤表印刷の経費の支出について
114,566

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 平成31年度市民税・府民税特別徴収の手引き印刷の経費の支出について
1,986,858

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（あべの市税事務所）の経費の支出について（平成31年４月分）
2,839,478

財政局 課税課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（４月分）
460,824

財政局 課税課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 「RPA DIGITAL WORLD TOKYO 2019」への参加に係る管外出張旅費の支出について
75,160

財政局 課税課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料
平成31年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（梅田市税事務所及び弁天町市税事務所）の経費の支出について（平成31
年４月分） 2,920,624

財政局 課税課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料
平成31年度個人市・府民税当初課税関係業務等に係る労働者派遣（長期継続契約）（京橋市税事務所及びなんば市税事務所）の経費の支出について（平成31
年４月分） 3,503,825

財政局 課税課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（４月分）
30,912

財政局 課税課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課職員の出張交通費（令和元年５月分）の支出について
20,176

財政局 課税課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 職員との面談に係る管外出張旅費の支出について
3,000

財政局 課税課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度法人市民税申告納付依頼状作成に係る封入封緘等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（５月分）
162,623

財政局 課税課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 事業所税調査事務関係図書「日本の企業グループ（2019年版）」買入に係る経費の支出について
20,520

財政局 課税課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 税務事務における先端技術を活用した業務改善検討支援業務委託の経費の支出について（５月分）
6,426,000

財政局 課税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（嘱託・５月分）
720

財政局 課税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 税務部課税課固定資産税グループ用市内出張交通費の支出について（５月分）
8,881

財政局 課税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度軽自動車税納税通知書等作成に係る封入封緘等処理業務委託経費（概算契約）の支出について（最終支払い）
1,304,689

財政局 課税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 令和元年度個人市・府民税税額シミュレーションシステムサービス開発・運用業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（令和元年度５月分）
21,600

財政局 課税課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度個人市民税特別徴収税額通知書出力及び封入封緘等処理業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
414,958

財政局
固定資産評価審査委
員会

令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委
員会費

旅費　費用弁償 固定資産評価審査委員会委員の交通費の支出について（５月分）
3,240

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月06日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 梅田市税事務所　非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費（４月分）の支出について
1,566

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
8,382

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
99

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　備品修繕料 梅田市税事務所総合窓口用紙幣計数機修繕経費の支出について
16,200

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
2,916

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 梅田市税事務所税務事務用切手購入経費の支出について（令和元年6月分）
54,530

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度大阪市西淀川区租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000
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財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度西淀川地区税務協議会分担金の支出について
50,000

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度東淀川地区税務協議会分担金の支出について
30,000

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度大淀地区税務協議会分担金の支出について
30,000

財政局
梅田市税事務所管理
担当

令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度淀川・東淀川租税教育推進協議会分担金の支出について
10,000

財政局
京橋市税事務所管理
担当

令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 京橋市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
30

財政局
京橋市税事務所管理
担当

令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る市内出張交通費（平成３１年４月分）の支出について
2,240

財政局
京橋市税事務所管理
担当

令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 京橋市税事務所非常勤嘱託職員等に係る市内出張交通費（平成３１年４月分）の支出について
1,370

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(5月分)
432

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 弁天町市税事務所に係る小口支払基金繰入金の支出について(5月分)
240

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 弁天町市税事務所にかかる嘱託職員市内出張交通費の支出について（５月分）
4,990

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 弁天町市税事務所にかかる臨時的任用職員市内出張交通費の支出について（５月分）
920

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 弁天町市税事務所にかかる一般事務用郵便切手購入経費の支出について（令和元年7月使用分）
92,000

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定業務委託（天王寺区）（概算契約）の経費の支出について
286,200

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度 福島・此花地区税務協議会運営経費分担金の支出について
30,000

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度 港・大正地区税務協議会運営経費分担金の支出について
30,000

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度 西地区税務協議会運営経費分担金の支出について
30,000

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度 港・大正地区租税教育推進協議会運営経費分担金の支出について
10,000

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度 福島・此花租税教育推進協議会運営経費分担金の支出について
10,000

財政局
弁天町市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度 大阪市西区租税教育推進協議会運営経費分担金の支出について
5,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,976

財政局
なんば市税事務所管理
担当

令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
864

財政局
なんば市税事務所管理
担当

令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
2,246

財政局
なんば市税事務所管理
担当

令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　特別旅費 令和元年度政令指定都市研修受講のための出張について
67,570

財政局
なんば市税事務所管理
担当

令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 なんば市税事務所事務用郵便切手購入代金の支出について（令和元年７月分）
46,000

財政局
なんば市税事務所管理
担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費の支出について（嘱託職員）（令和元年５月分）
3,827

財政局
なんば市税事務所管理
担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費の支出について（臨時的任用職員）（令和元年５月分）
936

財政局
なんば市税事務所管理
担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 なんば市税事務所に係る市内出張交通費の支出について（再任用職員）（令和元年５月分）
1,432

財政局
あべの市税事務所管
理担当

令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　印刷製本費 あべの市税事務所　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,890

財政局
あべの市税事務所管
理担当

令和元年06月26日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 あべの市税事務所滞納整理事務文書返信用等郵便切手購入経費の支出について（6月分）
32,800

財政局
あべの市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員の市内出張交通費の支出について（４月追加請求分）
2,560

財政局
あべの市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 あべの市税事務所における再任用、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員の市内出張交通費支出について（5月分）
10,058

財政局
あべの市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 あべの市税事務所における再任用、臨時的任用職員、非常勤嘱託職員の市内出張交通費支出について（5月分）
2,257

財政局
あべの市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 差押物件の現況調査実施に伴う不動産鑑定業務委託（平野区）経費の支出について
234,360

財政局
あべの市税事務所管
理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 使用料及賃借料　使用料 令和2年度市・府民税申告受付に係る申告受付会場使用経費の支出について
23,800

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月03日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５件）
82,700

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月03日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 資金前渡による市税の還付金にかかる還付加算金６月分の支出について
700,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出２２件）
1,093,300

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡による市税の還付金６月分の支出について（歳出）
9,500,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月04日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
2,200

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１３件）
1,427,200

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月05日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（単票）
12,852,200

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１件）
109,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出単票）
122,052,100

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３２件）
330,300

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
29,200

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４件）
9,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３７件）
1,598,200
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財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月10日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
4,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１９件）
470,300

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
5,258

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月11日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
1,600

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４４件）
1,314,800

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月11日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１１件）
222,780

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月12日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（１件）
2,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１６件）
333,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割６件）
9,154

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１４件）
162,900

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割１件）
2,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（３件）
7,600

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４５件）
1,384,300

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出５件）
66,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月18日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（５件）
8,700

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３４件）
1,632,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月19日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
3,200

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１６件）
580,900

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３４件）
602,741

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（６５件）
843,100

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割９件）
248,972

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出９７１件）
49,060,380

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月21日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２件）
5,000

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３６４件）
6,140,014

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割７件）
8,502

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（９件）
17,900

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割４８件）
714,591

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出４４２件）
9,103,800

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（４７件）
151,300

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割２４４件）
6,946,324

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出３４８件）
18,871,608

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３６６件）
12,149,759

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出６０件）
1,432,500

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（２５件）
213,100

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割３９０件）
11,124,042

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１８件）
16,003,711

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 地方税法等の規定による徴収金の還付金にかかる還付加算金の支出について（８件）
43,200

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出配当割５０６件）
14,871,885

財政局
船場法人市税事務所
収納対策担当

令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 地方税法等の規定による徴収金の還付金の支出について（歳出１１９件）
5,566,682

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

令和元年06月07日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 船場法人市税事務所における返信用・料金不足用切手代（5・6月分）の支出について
111,300

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,080

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

令和元年06月14日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
570

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

令和元年06月20日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　其他委員等旅費 船場法人市税事務所非常勤嘱託職員にかかる市内出張交通費の支出について（5月分）
1,440

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　普通旅費 船場法人市税事務所臨時的任用職員にかかる市内出張交通費の支出について（5月分）
2,200

財政局
船場法人市税事務所
管理担当

令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成30年度～平成31年度　船場法人市税事務所における収納管理業務に係る労働者派遣（長期継続）経費の支出について（令和元年5月分）
1,650,549

都市計画局 都市計画課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 まちづくり活動支援事業用　市内出張等に係る旅費の支出について（平成31年4月分）
3,518

都市計画局 都市計画課 令和元年06月11日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 まちづくり活動支援事業用　まちづくり活動支援制度に基づくまちづくり活動に係る補助金の支出について（深江創生プロジェクト）
88,680



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報
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都市計画局 都市計画課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 国土利用計画法関係事務用　平成３１年版地価公示時系列データＣＤ－ＲＯＭの購入について
24,192

都市計画局 都市計画課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　補助金 まちづくり活動支援事業用　まちづくり活動支援制度に係る補助金の支出について（今里まちづくり活動協議会）
130,000

都市計画局 都市計画課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 一般事務用公益社団法人土木学会関西支部令和元年度賛助会費の支出について
80,000

都市計画局 都市計画課 令和元年06月18日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用　国際都市計画交流組織（ＩＮＥＸ）推進協議会総会及び国土交通省会議の出席に係る東京都管外出張について
38,120

都市計画局 都市計画課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画決定事務用　「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会」及び内閣府との打合せに係る出張旅費の支出について（５月９日出張分）
29,410

都市計画局 都市計画課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用　平成31年度全国都市計画主管課長会議にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

都市計画局 都市計画課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費
都市再生特別地区の変更及び第一種市街地再開発事業の都市計画手続きにかかる説明（淀屋橋駅西地区）のための出張旅費の支出について（令和元年5月
28日） 28,910

都市計画局 都市計画課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費
都市再生特別地区の変更及び第一種市街地再開発事業の都市計画手続きにかかる説明（淀屋橋駅西地区）のための出張旅費の支出について（令和元年5月
28日） 29,420

都市計画局 都市計画課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 都市計画広報連絡事務用　第48回都市交通計画全国会議にかかる会費の支出について
3,400

都市計画局 都市計画課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画広報連絡事務用　第48回都市交通計画全国会議（令和元年5月23日～24日）にかかる出張旅費の支出について
13,240

都市計画局 都市計画課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市景観委員会事務用　第49回都市景観形成推進協議会研究会（仙台市）への出席に係る旅費の支出について
73,620

都市計画局 都市計画課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市景観委員会事務用　令和元年度第１回近畿地方都市美協議会研究会ＷＧ（和歌山市）への出席に係る旅費の支出について（６月３日）
300

都市計画局 都市計画課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 一般事務用　日本都市計画学会2019年度会費の支出について
150,000

都市計画局 都市計画課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 都市景観委員会事務用　令和元年度近畿地方都市美協議会会費の支出について
10,000

都市計画局 交通政策課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用なにわ筋線事業及び北陸新幹線に関する国土交通省協議にかかる出張旅費の支出について（令和元年５月１６日分）
29,240

都市計画局 交通政策課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用リニア中央新幹線に関する協議にかかる出張旅費の支出について（令和元年５月１６日分）
58,800

都市計画局 交通政策課 令和元年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 リニア中央新幹線等整備促進検討費用北陸新幹線早期全線開業実現大阪協議会準備会分担金の支出について
1,500,000

都市計画局 交通政策課 令和元年06月11日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用第４８回都市交通計画全国会議の出席にかかる出張旅費の支出について（令和元年５月２３日～２４日分）
13,240

都市計画局 交通政策課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用市内等出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
12,887

都市計画局 交通政策課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用平成３１年度リニア中央新幹線建設促進期成同盟会総会の出席にかかる出張旅費の支出について（令和元年６月６日分）
28,500

都市計画局 交通政策課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用なにわ筋線事業に関する国土交通省協議にかかる出張旅費の支出について（令和元年６月１０日分）
28,840

都市計画局 交通政策課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用なにわ筋線事業に関する国土交通省協議にかかる出張旅費の支出について（令和元年６月６日分）
28,840

都市計画局 交通政策課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 総合交通対策関係事務用なにわ筋線事業に関する権利者説明にかかる出張旅費の支出について（令和元年６月１２日分）
57,020

都市計画局 交通政策課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　会費 総合交通対策関係事務用　第48回都市交通計画全国会議における会議費及び現地研修参加費の支出について
3,400

都市計画局 総務担当 令和元年06月03日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム　地形図管理基本システム及び都市計画窓口システム用機器一式長期借入の実施経費の支出について(4月分)
156,600

都市計画局 総務担当 令和元年06月04日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（４月分）
174,776

都市計画局 総務担当 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（４月分）
230,246

都市計画局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,172

都市計画局 総務担当 令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　不動産賃借料 一般事務用　都市計画局公舎賃借にかかる経費の支出について（７月分）
125,000

都市計画局 総務担当 令和元年06月20日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 都市計画基礎調査事務用　2019年度全国都市計画基礎調査担当者会議の出張旅費の支出について（令和元年5月20日）
29,240

都市計画局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（５月分）
37,564

都市計画局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（都市計画局）一式長期借入に伴う経費の支出について（５月分）
29,279

都市計画局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（５月分）
134,805

都市計画局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 都市計画行政支援システム　地形図管理基本システム及び都市計画窓口システム用機器一式長期借入の実施経費の支出について（５月分）
156,600

都市計画局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入（追加分）に伴う経費の支出について（５月分）
324,929

都市計画局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市計画局）一式　長期借入に伴う経費の支出について（５月分）
174,776

都市計画局 総務担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（５月分）
28,498

都市計画局 総務担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（５月分）
20,480

都市計画局 総務担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 役務費　通信運搬費 一般事務用等郵便料金の支出について（５月分）
53,657

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費
統計整備事務用　管外出張旅費の支出について　【第148回　大都市統計協議会総会及び大都市比較統計年表編集会議への出席について　5/9～5/10　東京
都】 77,080

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年4月分）
10,540

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年4月分）
470

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年4月分）
1,008

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年4月分）
1,849

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 負担金、補助及交付金　分担金 統計整備事務用　近畿都市統計協議会令和元年度分担金の支出について
38,000

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 統計整備事務用等　市内等出張交通費の支出について（平成31年4月分）
360

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費
統計整備事務用　管外出張旅費の支出について【近畿都市統計協議会第１回理事会・第６８回近畿都市統計協議会総会・統計講習会への出席（5/21）奈良県宇
陀市】 1,860
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都市計画局 統計調査担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 旅費　普通旅費 平成31年全国消費実態調査事務用　管外出張費の支出について【2019年全国家計構造調査地方別事務打ち合わせ会への出席（5/31）　福井県】
24,120

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 使用料及賃借料　使用料 統計整備事務用　統計資料室管理用端末機種更新に伴う機器一式長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
10,476

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 大阪市統合型ＧＩＳ運用促進事業用　統合型GIS（市民向けGIS）サービス提供業務委託(長期継続契約)経費の支出について（令和元年5月分）
172,800

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料
大阪市統合型ＧＩＳ運用促進事業用 統合型地理情報システム機種更新に伴うサーバ機器及び周辺装置長期借入に係る使用料の支出について（令和元年5月
分） 619,056

都市計画局 統計調査担当 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 使用料及賃借料　使用料 大阪市統合型ＧＩＳ運用促進事業用 統合型地理情報システム機種更新に伴うソフトウェア長期借入にかかる使用料の支出について（令和元年5月分）
322,920

都市計画局 うめきた整備担当 令和元年06月07日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきた２期区域の開発に関する打合せに伴う出張旅費の支出について（４月２３日）
58,840

都市計画局 うめきた整備担当 令和元年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　スマートシティモデル事業企画提案書に関するヒアリングに伴う出張旅費の支出について（５月８日）
29,240

都市計画局 うめきた整備担当 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報償費　報償金 うめきた関係事務用　弁護士法律相談に係る弁護士相談料の支出について
27,000

都市計画局 うめきた整備担当 令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　うめきたのまちづくりに関する打合せに伴う出張旅費の支出について（６月１０日）
57,680

都市計画局 うめきた整備担当 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 うめきた関係事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
10,148

都市計画局 うめきた整備担当 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 うめきた新駅設置事業用　「うめきた2期区域」におけるJR東海道線支線新駅設置事業にかかる支出について（１回目）
300,000,000

都市計画局 開発計画課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 淀屋橋アイ・スポット用電話料金及びインターネットプロバイダ料金等の支出について（４月分）
7,711

都市計画局 開発計画課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　手数料 淀屋橋アイ・スポット用電話料金及びインターネットプロバイダ料金等の支出について（４月分）
162

都市計画局 開発計画課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　経済産業省　夢洲まちづくりに関する打合せのための東京出張旅費の支出について（5月29日分）
29,230

都市計画局 開発計画課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　大阪・関西万博とこれを契機とした大阪のまちづくりに関する講演のための東京出張旅費の支出について（5月29日分）
29,230

都市計画局 開発計画課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　普通旅費 開発計画関係事務用　都市再生緊急整備地域協議会 国交省及び内閣府との協議にかかる東京管外出張旅費の支出について（５月30日分）
29,395

都市計画局 開発計画課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 委託料　委託料 平成３１年度アイ・スポットにおける管理運営業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
264,384

都市計画局 開発計画課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 需用費　光熱水費 淀屋橋アイ・スポット用電気使用料の支出について（５月分）
18,096

都市計画局 開発計画課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（咲洲庁舎）費用の支出について（５月分）
5,130

都市計画局 開発計画課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 役務費　通信運搬費 開発計画関係事務用大阪府咲洲庁舎にかかる電話料金の支出について（４月分）
22,410

都市計画局 開発計画課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 負担金、補助及交付金　分担金 淀屋橋アイ・スポット用管理費（分担金）の支出について（６月分）
201,029

都市計画局 建築企画課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会５月定例会）の支出について（６名分）
600

都市計画局 建築企画課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 負担金、補助及交付金　分担金 建築基準行政事務用　日本建築行政会議令和元年度負担金の支出について
550,000

都市計画局 建築企画課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　事務用品（シャープペンシル　外42点）の購入にかかる経費の支出について
151,048

都市計画局 建築企画課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　ヘルメットの購入にかかる経費の支出について
33,048

都市計画局 建築企画課 令和元年06月11日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（４月分）の支出について
3,980

都市計画局 建築企画課 令和元年06月11日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　普通旅費 建築基準行政事務用　市内・近接地出張交通費（４月分）の支出について
80,349

都市計画局 建築企画課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　コピー代金及び関連消耗品代（4月1日～4月30日分）の支出について
47,067

都市計画局 建築企画課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 建築審査会事務用　大阪市建築審査会（５月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
102,500

都市計画局 建築企画課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 建築審査会事務用　大阪市建築審査会（５月定例会）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について
6,270

都市計画局 建築企画課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　書籍の購入にかかる経費の支出について
71,743

都市計画局 建築企画課 令和元年06月20日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成３１年度建築計画概要書の閲覧等の申請にかかる窓口業務労働者派遣事業（概算契約）経費の支出について（４月分）
108,918

都市計画局 建築企画課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用 平成31年度建築計画概要書等の写しの交付等業務委託にかかる経費の支出について　　(５月分)
197,964

都市計画局 建築企画課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務　申請書の印刷にかかる経費の支出について
90,525

都市計画局 建築企画課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務　複写電送装置（モノクロファクシミリ）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,860

都市計画局 建築企画課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　消耗品費 建築基準行政事務用　建築関係ＪＩＳ要覧　外２３点　概算買入経費の支出について（５月分）
29,045

都市計画局 建築企画課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 需用費　食糧費 建築審査会事務用食糧費（大阪市建築審査会６月定例会）の支出について（４名分）
400

都市計画局 建築確認課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　平成３１年度大阪市建築行政支援システム建築台帳整備に係るデータ入力業務委託料（４月分）の支出について
741,461

都市計画局 建築確認課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成29年度　建築行政支援システム機種更新に係る機器及び庁内情報利用パソコン等一式　長期借入料（５月分）の支出について
97,416

都市計画局 建築確認課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 使用料及賃借料　使用料 建築基準行政事務用　平成30年度市民用建築情報検索システム機種更新に係る機器等一式　長期借入料（５月分）の支出について
51,624

都市計画局 建築確認課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 委託料　委託料 建築基準行政事務用　建築行政共用データベースシステム（総合管理センター環境）利用に係る業務委託（５月分）の支出について
260,662

都市計画局 監察課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　其他委員等旅費 違反建築物対策等支援業務用　市内出張交通費（５月分）の支出について
1,620

福祉局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成３１年４月分コピー代金の支出について（２台分）
32,359

福祉局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　平成31年4月分コピー代金の支出について（ゼロックス3台分）
64,111

福祉局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（平成31年４月分）
3,714

福祉局 総務課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　平成３１年４月分コピー代金の支出について（２台分）
37,752

福祉局 総務課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（平成31年４月分）
4,332



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

福祉局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 総務課法人監理グループ事務用　市内出張交通費に係る支出について（平成31年４月分）
2,720

福祉局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 目標管理制度における当初面談にかかる管外出張及び同所要経費の支出について
29,260

福祉局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（平成３１年４月分）
3,738

福祉局 総務課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（平成３１年４月分）
4,362

福祉局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成31年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の実施にかかる支出について（平成31年4月分）
3,786

福祉局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の実施にかかる支出について（平成31年4月分）
217

福祉局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の実施にかかる支出について（平成31年4月分）
13,252

福祉局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成31年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の実施にかかる支出について（平成31年4月分）
17,970

福祉局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成31年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の実施にかかる支出について（平成31年4月分）
2,462

福祉局 総務課 令和元年06月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成31年度　産業廃棄物処理業務【収集・運搬及び処分】（概算契約）の実施にかかる支出について（平成31年4月分）
1,565

福祉局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（４月分）
23,602

福祉局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑮　一般事務用　平成26年度複写電送装置（ファクシミリ・自立支援課緊急入院保護グループ分）の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
7,344

福祉局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（６月分）
756,066

福祉局 総務課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 船場分室庁舎管理用　電気使用料の支出について（４月分）
27,536

福祉局 総務課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場分室庁舎管理用　船場センタービル管理費及び修繕積立金の支出について（６月分）
882,076

福祉局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 平成31年度　都道府県・指定都市・中核市指導監督中堅職員研修（社会福祉法人・老人福祉施設・障害者福祉施設担当）の受講に係る出張について
41,460

福祉局 総務課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 法人監理事務用ゴム印の買入にかかる経費の支出について
2,019

福祉局 総務課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　平成31年4月分コピー代金の支出について②（障がい者施策部）
13,197

福祉局 総務課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 庁舎管理用　福祉局（障がい福祉課）電話設備の増設にかかる支出について
11,610

福祉局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　社会福祉法人・施設監査事務用マジックコネクト利用にかかる経費の支出について（５月分）
1,710

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 法人監理グループにおける後納郵便料金の支出について（５月分）
14,652

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　逓送未配達事業所への郵送経費の支出について（弘済院・令和元年５月分）
2,715

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （５）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
233,431

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （６）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成29年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
184,255

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ⑦一般事務用　庁内情報利用パソコン〔平成29年3月導入分（２）〕の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
334,859

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （８）一般事務用庁内情報利用プリンタ等機器（平成29年３月導入分）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
12,366

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （9）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成30年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
629,697

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （11）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成31年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
1,116,686

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （23）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成28年4月導入）の長期借入（保護課・介護保険課（船場分室））にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
38,880

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
34,883

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （10）一般事務用　庁内情報利用パソコン（平成31年3月導入）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
74,196

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
854

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
8,909

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
6,833

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
3,416

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
854

福祉局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
1,709

福祉局 総務課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
4,455

福祉局 総務課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続端末等）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
4,455

福祉局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　養生テープ　外１０点の購入にかかる経費の支出について
35,478

福祉局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度社会福祉法人・社会福祉施設指導監査説明会で使用するクレオ大阪中央大ホールにかかる所要経費（会場使用料・備品使用料）の支出について
68,000

福祉局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （14）一般事務用　平成２９年度デジタル印刷機長期借入（総務部）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
9,900

福祉局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （19）一般事務用　平成28年度複写電送装置「ファクシミリ・地域福祉課」の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,888

福祉局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料
⑰　一般事務用　平成27年度複写電送装置（ファックス機）長期借入　（総務部、生活福祉部、高齢者施策部、障がい者施策部）にかかる経費の支出について（令
和元年5月分 10,908

福祉局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （13）一般事務用視覚障がい者用パソコン等機器の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
64,584

福祉局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 （18）複写電送装置（ファクシミリ）「リハセン・福祉システム課」にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
5,508

福祉局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 2019年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）受講にかかる受講料の支出について
68,900
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福祉局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 人事・勤務条件グループ事務用出張旅費（５月分）の支出について
8,323

福祉局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度　福祉局職員東京赴任公舎賃貸借契約にかかる経費の支出について（７月分）
103,000

福祉局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和元年5月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ9台分）
446,090

福祉局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和元年5月分コピー代金の支出について（コニカミノルタ1台分）
2,776

福祉局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成31年度福祉局文書等逓送業務委託にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
106,200

福祉局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成31年度福祉局文書等逓送業務委託にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
148,680

福祉局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉局業務用　市内出張交通費の支出について（平成31年４月）
12,481

福祉局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 一般事務用　令和元年５月分コピー代金の支出について（ゼロックス2台分）
58,246

福祉局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　令和元年５月分コピー代金の支出について（２台分）
29,330

福祉局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 社会福祉法人・施設監査事務用　タブレット端末運用経費の支出について（令和元年５月分）
7,996

福祉局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（令和元年５月分）
3,738

福祉局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（５月分）
3,714

福祉局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 福祉局職員東京赴任公舎における日常生活用品借入契約について（５月分）
11,025

福祉局 総務課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 福祉局船場分室用　令和元年５月分コピー代金の支出について（２台分）
34,218

福祉局 総務課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 福祉局船場分室庁内情報ネットワークにおける通信使用料等の支出について（令和元年５月分）
4,362

福祉局 総務課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 船場分室の複写電送装置（ファクシミリ）長期借入経費の支出について（５月分）
4,332

福祉局 経理・企画課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 工事請負費　改修工事費 大阪市立社会福祉センタースプリンクラー設備改修にかかる経費の支出について
442,584

福祉局 経理・企画課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成３１年度もと夕凪寮機械警備業務委託に係る経費の支出について（４月分）
8,100

福祉局 経理・企画課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 2019年国民生活基礎調査等地区別事務打合せ会議にかかる出張命令及び旅費の支出について
12,240

福祉局 経理・企画課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 管財グループ事務用書籍（建設物価２０１９年４月号）の買入経費の支出について
3,920

福祉局 経理・企画課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成３１年度福祉局後納郵便料金の一括支払について（５月分）
958,011

福祉局 経理・企画課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 平成31年度福祉局小口支払基金の繰入について（平成31年５月分）
6,646

福祉局 経理・企画課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 経理・調達事務用「地方財務実務提要570-573号」買入経費の支出について
10,928

福祉局 経理・企画課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　食糧費 平成31年度福祉局小口支払基金の繰入について（平成31年５月分）
424

福祉局 経理・企画課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 平成31年度福祉局小口支払基金の繰入について（平成31年５月分）
31,300

福祉局 経理・企画課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成３１年度もと夕凪寮機械警備業務委託に係る経費の支出について（５月分）
8,100

福祉局 経理・企画課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 企画グループ国民生活基礎調査用「クリップファイルほか４点」買入経費の支出について
38,826

福祉局 経理・企画課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 管財グループ業務用市内出張旅費の支出について（５月分）
20,126

福祉局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内出張旅費の支出について（５月分）
380

福祉局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ、企画グループ市内出張旅費の支出について（５月分）
3,502

福祉局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 経理・調達グループ、企画グループ市内出張旅費の支出について（５月分）
380

福祉局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 管財グループ事務用書籍（平成31年版建築物のライフサイクルコスト及び積算資料印刷料金2019年版）の買入経費の支出について
17,912

福祉局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　光熱水費 施設管理用港区老人福祉センターの電気代の支出について（５月分）
45,331

福祉局 地域福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市地域福祉活動支援事業交付金の支出について（第２四半期分）
252,544,738

福祉局 地域福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 高齢者虐待防止にかかる緊急連絡携帯電話料金の支出について（令和元年5月分）
1,010

福祉局 地域福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 第74回大阪市民生委員児童委員大会にかかる案内状印刷及び同経費の支出について
53,784

福祉局 地域福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成31年度　民生委員・児童委員活動推進事業にかかる委託料の支出について（第１・２四半期分）
12,695,040

福祉局 地域福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度　各区民生委員協議会交付金の支出について（第２四半期分）
20,885,356

福祉局 地域福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 負担金、補助及交付金　会費 2019年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）にかかる受講料の支出について
6,476,600

福祉局 地域福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成31年度　民生委員・児童委員活動推進事業にかかる委託料の支出について（第１・２四半期分）
339,120

福祉局 地域福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　備品修繕料 庁内情報利用パソコンの修理にかかる経費の支出について
88,050

福祉局 地域福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成31年度地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業に係る委託料の支出について（第２四半期分）
69,740,953

福祉局 地域福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（５月分）
23,372

福祉局 地域福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（地域福祉課（企画グループ））の支出について（５月分）
768

福祉局 地域福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 平成31年度大阪市緊急援護資金貸付事業の委託料にかかる支出について（第2四半期分）
3,217,936

福祉局 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（平成31年４月分）
41,000

福祉局 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（装具）の支出について（令和元年５月分）
57,325
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福祉局 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（ストーマ装具）の支出について（令和元年５月請求分）
84,974

福祉局 保護課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（平成３１年４月概算分）の精算について（追給）
1,552,725

福祉局 保護課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（平成３１年４月概算分）の精算について（追給）
6,267,276

福祉局 保護課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 監査指導研修用市内出張交通費（４月分）の支出について　査察グループ
26,139

福祉局 保護課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（平成31年４月分）
20,500

福祉局 保護課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３１年度総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託（概算契約）の委託料の支出について（４月分）
1,405,653

福祉局 保護課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　広告料 行旅死亡人官報公告登載料について(平成31年４月申込分)
11,440

福祉局 保護課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護施設措置費（令和元年６月概算分）の支出について
50,769,782

福祉局 保護課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　施設事務費 生活保護施設措置費（令和元年６月概算分）の支出について
225,851,035

福祉局 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について（令和元年５月分）
22,846

福祉局 保護課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 支援給付被支援者にかかる治療材料費（眼鏡）の支出について（令和元年５月分）
22,846

福祉局 保護課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成３１年度心理判定業務（管外出張）にかかる旅費支出について（救護施設橡生の里）
3,780

福祉局 保護課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費住宅扶助金（府営住宅代理納付分）令和元年６月分の支出について
4,189,700

福祉局 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成３１年度生活保護法施行事務監査に係る生活保護指導職員会議にかかる旅費等参加経費の支出について
37,600

福祉局 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　特別旅費 平成３１年度新任査察指導員研修会にかかる旅費等参加経費の支出について
45,640

福祉局 保護課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等支援給付レセプト電子データ提供料の支出について　平成３１年４月審査分
99

福祉局 保護課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　生活扶助金 支援給付被支援者にかかる生活支援給付金（おむつ代）の支出について（令和元年５月分）
41,000

福祉局 保護課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合福祉システム関連用レセプト電子データ提供料の支出について　平成３１年４月審査分
78,050

福祉局 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費審査支払委託料の支出について（令和元年５月審査分）
40,185

福祉局 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　介護扶助金 中国残留邦人等に対する支援給付業務用　介護支援給付費の支出について（令和元年５月審査分）
2,255,768

福祉局 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害に係る療養補償費の支出について（令和元年5月請求分）
594,910

福祉局 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の公務災害に係る休業補償費の支出について（令和元年5月請求分）
82,472

福祉局 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 被保護高齢者世帯訪問等非常勤嘱託職員の通勤災害に係る休業補償費の支出について（平成31年4月請求分）
18,066

福祉局 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　生活保護法介護給付費審査支払委託料の支出について（令和元年５月審査分）
8,003,275

福祉局 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用　生活保護法介護給付費（介護扶助）の支出について（令和元年５月審査分）
531,240,070

福祉局 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護一般事務用入院患者日用品費等受領書返送郵便料金（５月分）の支出について
12,045

福祉局 保護課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　其他扶助金 中国残留邦人等の日本語教室通学にかかる交通費等の支出について（令和元年５月申請分）
126,084

福祉局 保護課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３１年度総合福祉システム（生活保護システム）出力帳票封入封緘等業務委託（概算契約）の委託料の支出について（５月分）
1,534,109

福祉局 保護課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用生活保護法医療扶助金施術報酬の支出について（令和元年６月審査分）
22,459,968

福祉局 保護課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用端末機器等　長期借入（平成２７年１月～令和元年１２月）にかかる使用料の支出について（令和元年５月分）
272,808

福祉局 保護課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護施設市内出張交通費（５月分）の支出について
11,180

福祉局 保護課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 総合福祉システム用医療券等送付にかかる郵便料金の支出について（令和元年５月分）
873,446

福祉局 保護課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 生活保護版レセプト管理システム用サーバ機器等　長期借入（平成２６年１１月～令和元年１２月）にかかる使用料の支出について（令和元年５月分）
374,436

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年４月依頼、令和元年５月作業分）
65,911

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　光熱水費 もと大淀寮等における電気代（５月分）の支出について
50,328

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 中国残留邦人等に対する支援給付用　審査支払委託料令和元年５月審査分の支出について
55,255

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 扶助費　医療扶助金 中国残留邦人等支援給付用　診療報酬令和元年６月審査分（概算払い）の支出について
12,813,000

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 もと大淀寮等における電気代（５月分）の支出について
19,535

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３１年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月分：２）の支出について
295,650

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３１年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（６月分保護費５月作業分）の支出について
888,570

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３１年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月分：３）の支出について
152,604

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３１年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月分：４）の支出について
218,214

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成31年度中国語通訳業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（５月分）
31,590

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成３１年度生活保護費支給封筒現金封入事務手数料（５月分：１）の支出について
203,310

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護業務用　診療報酬審査支払委託料令和元年５月審査分の支出について
18,068,886

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年４月依頼、令和元年５月作業分）
5,524,047

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 負担金、補助及交付金　会費 2019年度社会福祉主事資格認定通信課程（公務員課程）にかかる受講料の支出について
68,900
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福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護布団類の購入及び同所要経費の支出（平成３１年　４月分）
992,088

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費口座払分(令和元年７月分）の支出について
6,061,774,394

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費口座払分(令和元年７月分）の支出について
3,302,672,375

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費口座払分(令和元年７月分）の支出について
26,779,761

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用　診療報酬令和元年６月審査分（概算払い）の支出について
9,002,590,951

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費口座払分(令和元年７月分）の支出について
13,964,285

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年４月依頼、令和元年５月作業分）
43

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年４月依頼、令和元年５月作業分）
457,027

福祉局 保護課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 生活保護法医療扶助等診療報酬明細書点検・分析事業にかかる委託料の支出について（平成３１年４月依頼、令和元年５月作業分）
1,162

福祉局 保険年金課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成３１年度国保給付事務用市内出張交通費（平成３１年４月分）の支出について
4,019

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）１／９
1,906,169

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）２／９
1,359,351

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）３／９
1,673,409

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）４／９
3,646,176

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）５／９
911,150

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）９／９
472,612

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）７／９
917,050

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）６／９
1,372,361

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　重度障がい者医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）８／９
2,565,376

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）２／６
335,972

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）６／６
60,051

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）１／６
603,833

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）４／６
375,204

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）５／６
843,037

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　一部負担金助成費にかかる支出について（６月５日払い分）３／６
444,136

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　国民健康保険被保険者証等印字出力処理業務にかかる所要経費の支出について
79,767

福祉局 保険年金課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市国民健康保険療養費支給申請書内容点検業務に係る委託料の支出について（４月分）
570,318

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 医療助成事務用品買入にかかる所要経費の支出について
6,480

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（４月分）にかかる経費の支出について
14,027

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（４月分）にかかる経費の支出について
4,248

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（４月分）にかかる経費の支出について
14,022

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（４月分）にかかる経費の支出について
13,578

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 償還事務センター光熱水費（４月分）にかかる経費の支出について
865

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成31年度政令指定都市国保・年金主管部課長会議への出席及び同所要経費の支出について
35,070

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国保事務用　市内出張交通費（４月分）の支出について
3,608

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成31年4月分）
8,560

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料
平成31年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出につい
て（4月分） 3,972,240

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料
平成31年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出につい
て（4月分） 2,243,700

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料
平成31年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出につい
て（4月分） 2,159,244

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 乾式デジタル複合機（大阪駅前第２ビル７階　福祉局事務室）長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成31年4月分）
5,707

福祉局 保険年金課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料
平成31年度　大阪市国民健康保険事業・後期高齢者医療事業・介護保険事業コールセンター運営（保険料徴収業務含む）業務にかかる所要経費の支出につい
て（4月分） 4,296,780

福祉局 保険年金課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 平成31年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務経費の支出について（４月分）
36,568

福祉局 保険年金課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務経費の支出について（医療助成　４月分）
89,137

福祉局 保険年金課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務経費の支出について（医療助成　４月分）
18,867

福祉局 保険年金課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　負担金 平成３１年度　大阪府後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金（定率負担金）の支出について（６月納入分）
2,385,636,000

福祉局 保険年金課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成31年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務経費の支出について（医療助成　４月分）
18,112

福祉局 保険年金課 令和元年06月10日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務経費の支出について（4月分）
208,500
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福祉局 保険年金課 令和元年06月10日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成31年度国民健康保険・医療助成・国民年金システムパンチデータ作成業務にかかる所要経費の支出について（４月分）
373,950

福祉局 保険年金課 令和元年06月10日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成３１年度　後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（６月１０日支払分）
1,600

福祉局 保険年金課 令和元年06月10日
後期高齢者医療事業
会計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３１年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（６月１０日支払分）（滞繰保険料・歳出還付）
14,932,718

福祉局 保険年金課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 平成31年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成経費の支出について（5月分）
3,955

福祉局 保険年金課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成31年度保険年金課共通帳票（国保Ａ４カット紙　ほか３点　印刷）の作成経費の支出について（5月分）
62,141

福祉局 保険年金課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成31年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
57,824

福祉局 保険年金課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 国保徴収事務用　平成31年度国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
157,337

福祉局 保険年金課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成31年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
132,003

福祉局 保険年金課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 賦課事務用　平成31年度　国民健康保険料決定通知書兼納付書等電算処理業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
26,535

福祉局 保険年金課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

需用費　消耗品費 平成31年度特定健診結果通知用窓あき封筒買入経費の支出について
317,196

福祉局 保険年金課 令和元年06月12日
後期高齢者医療事業
会計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和元年５月分　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出・過年度）の支出について
1,191,310

福祉局 保険年金課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 令和元年度　医療助成事務用市内出張交通費の支払について（４月分）
150

福祉局 保険年金課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険質疑応答集　追録49－50号ほか１点買入にかかる経費の支出について
267,000

福祉局 保険年金課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　印刷製本費 「平成３１年度　大阪市の国民健康保険」の作成経費の支出について
1,883,736

福祉局 保険年金課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　平成31年度国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
225,856

福祉局 保険年金課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 資格事務用　平成31年度国民健康保険システムはがき加工処理業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
4,853

福祉局 保険年金課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　国民健康保険被保険者証等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（１回目）
276,892

福祉局 保険年金課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成31年度国民健康保険システムはがき加工処理業務の実施にかかる所要経費の支出について（5月分）
74,340

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
8,303

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
27,411

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（５月分）
8,998,312

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
27,402

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用鍼灸・マッサージに係る療養費の支出について（５月分）
1,199,560

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
26,534

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター電話利用料にかかる経費の支出について（５月請求分）
1,689

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国民健康保険保険者事務共同電算処理事業手数料の支出について（５月分）
16,119,800

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度国保情報集約システム管理運用業務手数料の支出について（上半期）
17,972,773

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（５月分）
107,692,571

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　高額介護合算療養費
負担金

国民健康保険高額介護合算療養費の支給に係る支出について（５月分）
120,144

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険
給付費

負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険高額療養費（償還払）の支給に係る支出について（５月分）
193,274

福祉局 保険年金課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成31年度大阪市国保特定健康診査受診券等作成及び印字・事務処理業務委託（概算契約）経費の支出について（５月分）
338,110

福祉局 保険年金課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会国保分：６月審査概算払分）
241,135,485

福祉局 保険年金課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（連合会後期分：６月審査概算払分）
255,550,534

福祉局 保険年金課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（後期分：６月審査概算払分）
35,592,901

福祉局 保険年金課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（国保分：６月審査概算払分）
33,569,050

福祉局 保険年金課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 大阪市国民健康保険診療報酬明細書点検室における光熱水費の支出について（平成31年4月分）
9,936

福祉局 保険年金課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 船場センタービル区分所有者会管理費及び修繕積立金の支出について(令和元年６月分)
306,650

福祉局 保険年金課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（４月請求分）
8,922

福祉局 保険年金課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（４月請求分）
2,702

福祉局 保険年金課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（４月請求分）
8,919

福祉局 保険年金課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（４月請求分）
8,637

福祉局 保険年金課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（４月請求分）
550

福祉局 保険年金課 令和元年06月19日
後期高齢者医療事業
会計

後期高齢者医療広域
連合納付金

後期高齢者医療広域
連合納付金

後期高齢者医療広域
連合納付金

負担金、補助及交付金　負担金 平成３１（令和元）年度　大阪府後期高齢者医療広域連合市町村負担金の支出について（５月普通徴収分保険料等収納額相当額）
84,220,656

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（国保分：５月審査分）
62,532

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会国保分：５月審査分）
2,547,126

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（後期分：５月審査分）
14,904

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（連合会後期分：５月審査分）
3,967,623
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福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者医療費助成事業用訪問看護利用料助成費の支出について（１回目）
2,648

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（後期分：５月審査分）
4,941

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（国保分：５月審査分）
773,550

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（後期分：５月審査分）
1,202,607

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用柔整療養費審査支払事務委託料の支出について（国保分：５月審査分）
16,767

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 所得照会書送付用封筒（バッチ）ほか３点の買入にかかる所要経費の支出について
250,472

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 「CREPiCO口座振替受付端末用ロール紙」の購入にかかる同所要経費の支出について
272,160

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 所得照会書送付用封筒（バッチ）ほか３点の買入にかかる所要経費の支出について
1,104,071

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料口座振替依頼書(決定通知書封入用)（のりづけ返信封書形式）の印刷経費の支出について
2,259,457

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る５月分（３月施術・一般）の支出について
76,196,601

福祉局 保険年金課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費
退職被保険者等保険
給付費

負担金、補助及交付金　療養費負担金 国保給付事業用療養費（鍼灸）に係る５月分（３月施術・退職）の支出について
126,763

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度ねんきんネット利用パソコン借入（再リース）について（５月分）
140,616

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成３１年度　国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務（概算契約）経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書　平成３１年４
月分） 7,280

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(後期分：６月決定分)
196,376

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用柔道整復師施術料の支出について(国保分：６月決定分)
1,625,775

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料
平成３１年度　国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務（概算契約）経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書　平成３１年４
月分） 5,100

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（国保分：６月決定分）
361,540

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用柔道整復術療養費の支出について（後期分：６月決定分）
38,494

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料
平成３１年度　国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務（概算契約）経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書　平成３１年４
月分） 5,545

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料
平成３１年度　国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務（概算契約）経費の支出について（償還事務センター支給決定通知書　平成３１年４
月分） 505

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保事務用　平成３１年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務経費の支出について（４月分）
108,441

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務（概算契約）経費の支出について（４月分）
139,158

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 徴収事務用　平成３１年度国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務にかかる所要経費の支出について（４月分）
206,851

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 報償費　報償金 平成31年度糖尿病性腎症重症化予防事業に係る評価検討会議の報償金及び交通費の支出について（令和元年６月５日開催分）
33,420

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 委託料　委託料 平成３１年度　国民健康保険・医療助成システム出力帳票等封入封緘等業務（概算契約）経費の支出について（４月分）
60,874

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成３１年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（5月分）
147,356

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成３１年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（5月分）
12,122

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成３１年度後期高齢者医療制度システム出力帳票等封入封緘等業務委託（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（5月分）
46,217

福祉局 保険年金課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 委託料　委託料 平成３１年度後期高齢者医療保険料決定通知書兼期割通知書兼納付書等電算処理業務委託（概算契約）の実施及び所要経費の支出について（5月分）
12,955

福祉局 保険年金課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国保還付通知書ほか3点の印刷にかかる所要経費の支出について（1回目）
933,929

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録628号ほか4件買入にかかる経費の支出について
208,625

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成３１年度都道府県及び市町村国保主管課職員研修への出席経費の支出について
37,530

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険関係法規集　追録628号ほか4件買入にかかる経費の支出について
380,700

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 ゴム印（国民健康保険事業一般事務用）の購入にかかる経費の支出について
80,870

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式の長期借入の実施及び同所要経費の支出について（５月分）
14,742

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険料決定通知書送付用封筒（オンライン）ほか１点の買入にかかる所要経費の支出について
2,828,055

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　印刷製本費 平成３１年度　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料口座振替納付勧奨ポスターの印刷及び所要経費の支出について
42,066

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用（収納グループ）料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
189,705

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 特定健診用受診券及び結果通知表郵送料（５月分）の支出について
747,294

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 令和元年５月審査分特定健康診査等委託料（代行分）の支出について
207,675

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 令和元年５月審査分特定健康診査等委託料の支出について
118,214,338

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 令和元年５月審査分特定健康診査等費用手数料の支出について
3,005,047

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料
平成31年度大阪市国民健康保険特定健診等共同処理事業に係る特別処理業務（特定健診等データ管理システムの追加機器等に係る保守管理等）費用の支出
について（５月分） 197,942

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

委託料　委託料 平成31年度大阪市国民健康保険特定健康診査受診結果通知表等作成業務に係る手数料の支出について（５月分）
253,433

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用医療費通知送付用郵便後納料金の支出について（５月分）
17,101,363

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費 保健事業費 保健事業費 役務費　通信運搬費 糖尿病性腎症重症化予防事業用アンケート返信郵送料（５月分）の支出について
679

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 需用費　印刷製本費 平成３１年度　国民健康保険料・後期高齢者医療保険料口座振替納付勧奨ポスターの印刷及び所要経費の支出について
42,066
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福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成３１年度　後期高齢者医療保険料過誤納還付加算金の支出について（６月２５日支払分）
4,400

福祉局 保険年金課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３１年度　後期高齢者医療保険料過誤納金の支出について（６月２５日支払分）（滞繰保険料・歳出還付）
7,077,813

福祉局 保険年金課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・５月請求分）
82,042

福祉局 保険年金課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・５月請求分）
82,042

福祉局 保険年金課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・５月請求分）
79,456

福祉局 保険年金課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（医療助成・５月請求分）
5,071

福祉局 保険年金課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険給付事業用療養費支給申請書内容点検業務に係る郵便後納料金の支出について（５月分）
61,110

福祉局 保険年金課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（令和元年５月分）
423,277

福祉局 保険年金課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（令和元年５月分）
254,850

福祉局 保険年金課 令和元年06月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 後期高齢広域端末プリンター用　トナーカートリッジ　買入及び当該経費の支出について
46,980

福祉局 保険年金課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（差出人払）の支出について（令和元年５月分）
244,900

福祉局 保険年金課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保徴収事務用　料金後納郵便料（受取人払）の支出について（令和元年５月分）
158,697

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（５月分）
360

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
4,963

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
16,386

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
466

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
1,540

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 重度障がい者医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（基金：５月審査分）
1,199,926

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
3,019,646

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 医療助成事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書データ作成業務委託の経費支出について（５月提供・６月請求分）
3,000

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
914,648

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費にかかる支出について（４月２日、５月１０日払い分）（口座振替不能分）２／２
21,718

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　重度障がい医療助成費にかかる支出について（５月１０日払い分）（口座振替不能分）１／２
23,362

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 重度障がい者医療費助成事業用医療費の支出について（基金：６月審査概算払分）
140,995,112

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
16,381

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
1,539

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 一部負担金助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（基金：５月審査分）
124,523

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
3,018,639

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 一部負担金助成事業用医療費の支出について（６月審査概算払分）
6,803,797

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　一部負担金助成費にかかる支出について（５月１０日払い分）（口座振替不能分）
21,912

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
15,862

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
1,490

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
2,923,049

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 償還事務センター業務におけるコピー代にかかる経費の支出について（５月請求分）
1,010

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター情報ネットワーク利用料にかかる経費の支出について（５月分）
95

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 大阪市医療助成費等償還事務センターに関する労働者派遣業務（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
186,149

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国保・国年事務用　保険年金課（管理）市内出張交通費の支出について（５月分）
6,902

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（令和元年５月分）
481,420

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 国保診療報酬明細書点検にかかる委託料の支出について（５月点検分）
3,886,629

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事務用　資格関係はがき等郵便料の支出について（令和元年５月分）
412,716

福祉局 保険年金課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３１（令和元）年度　後期高齢者医療保険料年金保険者還付金（歳出・過年度）の支出について（全国市町村職員共済組合）
1,449

福祉局 自立支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払５月分）の支出について
144,081

福祉局 自立支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払５月分）の支出について
712,526

福祉局 自立支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払５月分）の支出について
570,440

福祉局 自立支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 緊急入院保護グループ生活保護費（確定払５月分）の支出について
1,618,812

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度子ども自立アシスト事業（北エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第1四半期分）
339,256

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援、24区）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
76,223,563
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福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度 生活困窮者自立支援事業（就労チャレンジ事業）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
6,312,600

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度生活困窮者自立相談支援事業（相談支援、鶴見区）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
2,924,689

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度子ども自立アシスト事業（西エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
339,592

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度大阪市こどもサポートネット（生活困窮者自立支援制度）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
6,492,500

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度子ども自立アシスト事業（南エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
339,405

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度子ども自立アシスト事業（東エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
339,405

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

使用料及賃借料　使用料 自立支援事業用　自立支援センター舞洲（福祉局）施設物品一式借入（再リース）の支出について（平成31年４月分）
1,036,800

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成31年度子ども自立アシスト事業（西エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
1,924,358

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成31年度子ども自立アシスト事業（北エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第1四半期分）
1,922,453

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成31年度子ども自立アシスト事業（南エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
1,923,296

福祉局 自立支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成31年度子ども自立アシスト事業（東エリア）にかかる業務委託契約経費の支出について（第１四半期分）
1,923,296

福祉局 自立支援課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
202,985

福祉局 自立支援課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
24,746

福祉局 自立支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
33,854

福祉局 自立支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
53,943

福祉局 自立支援課 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
237,691

福祉局 自立支援課 令和元年06月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
23,501

福祉局 自立支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 ホームレス自立支援グループ及び生活困窮者自立支援グループ事業用市内出張交通費（４月分）の支出について
25,033

福祉局 自立支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

扶助費　措置扶助金 平成31年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支出について（平成31年６月、民間住宅臨時払い分）
180,000

福祉局 自立支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 緊急入院保護業務センター事務用庁内情報ネットワーク回線等利用料について（４月分）
5,130

福祉局 自立支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 平成３１年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
106,984,218

福祉局 自立支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 使用料及賃借料　使用料 新あいりんシェルター一式借入契約の締結にかかる使用料の支出について（令和元年５月分）
2,596,320

福祉局 自立支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度社会福祉法人大阪社会医療センター無料低額診療等事業にかかる補助金の支出について（第２四半期分）
41,000,000

福祉局 自立支援課 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成３１年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 令和元年06月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３１年度あいりん日雇労働者等自立支援事業業務委託にかかる経費の支出について（第２四半期分）
5,000,000

福祉局 自立支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 委託料　委託料 大阪市立西成市民館管理運営業務にかかる管理運営経費の支出について（平成３１年度第１四半期分）
4,093,000

福祉局 自立支援課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪婦人ホーム生活ケアセンター事業の実施及び同経費の支出について（第２四半期分）
6,114,194

福祉局 自立支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度三徳生活ケアセンター事業の実施経費の支出について（第２四半期分）
36,155,879

福祉局 自立支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度ホームレス巡回相談事業委託契約にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
24,145,018

福祉局 自立支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度　自立支援センター舞洲管理運営等委託業務にかかる委託料の支出について（第２四半期分）
37,631,750

福祉局 自立支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 平成31年度大阪婦人ホーム生活ケアセンター事業の実施及び同経費の支出について（第２四半期分）
6,114,194

福祉局 自立支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　光熱水費 もと自立支援センター西成機械警備業務委託に伴う電気料金の支出について（平成31年５月分）
1,724

福祉局 自立支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（緊急入院保護グループ）５月分の支出について
2,052

福祉局 自立支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 緊急入院保護業務センター用複写電送装置（ファクシミリ）　長期借入にかかる支出について（令和元年５月分）
4,266

福祉局 自立支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（扶助費）令和元年７月分の支出について
5,329,800

福祉局 自立支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（扶助費）令和元年７月分の支出について
2,000,000

福祉局 自立支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（扶助費）令和元年７月分の支出について
30,000

福祉局 自立支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護業務用市内出張交通費の支出について（５月分）
15,372

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
202,985

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
24,746

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
33,854

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

負担金、補助及交付金　会費 平成31年度 生活困窮者自立支援事業における無料職業紹介責任者講習受講にかかる会費の支出について（住吉区分）
10,000

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

扶助費　措置扶助金 平成31年度生活困窮者自立支援事業（住居確保給付金）にかかる扶助費の支給について（平成31年６月、民間住宅定例払い分）
390,200

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター調査室５月分）
5,517

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務用コピー代の支出について（業務センター５月分）
10,810

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（５月分）の支出について（受取人払分）
20,208

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料金（５月分）の支出について（差出分）
131,061
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福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
53,943

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
237,691

福祉局 自立支援課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市阿波座センタービル清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
23,501

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
229,562

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
158,440

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
46,447

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
114,779

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
158,440

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
114,779

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
167,430

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
6,994

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
46,446

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
92,893

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
229,561

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
1,584,408

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
1,147,828

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
229,562

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
1,823,009

福祉局 福祉システム課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（平成３１年４月分）
1,634,105

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
874,606

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
328,695

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
530,626

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
328,695

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
328,695

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
328,695

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
1,158,300

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
668,218

福祉局 福祉システム課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（元号改正４月納品分）
2,097,630

福祉局 福祉システム課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉システム課事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
2,660

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
229,564

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
158,440

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
114,782

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
46,447

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
158,440

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
6,994

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
114,782

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
167,430

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
46,446

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
229,564

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　業務統合端末等機器（国民健康保険等システム：医療助成費等償還事務）長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
92,893

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム改修業務（高額療養費制度改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（あはき受領委任５月納品分）
37,863,018

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（番号制度５月納品分）
4,481,794



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
1,147,818

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
1,584,408

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
316,882

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
229,564

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市国民健康保険等システム及び介護保険システム改修業務（元号改正対応　外１件）に係る委託料の支出について（番号制度５月納品分）
3,415,457

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用サーバ機器等一式の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
1,823,006

福祉局 福祉システム課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　国民健康保険等システム及び介護保険システム用業務統合端末等機器の長期借入に係るリース料の支出について（令和元年５月分）
1,634,105

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システムサーバ機器等の借入にかかる経費の支出について（５月分）
455,517

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システム端末等機器にかかる経費の支出について（５月分）
906,183

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
4,205,614

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
851,432

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
30,680

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システム端末等機器にかかる経費の支出について（５月分）
123,320

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
2,139,982

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システムサーバ機器等の借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,822,068

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システム端末等機器にかかる経費の支出について（５月分）
6,730,400

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
730,674

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システム端末等機器にかかる経費の支出について（５月分）
744,411

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システムサーバ機器等の借入にかかる経費の支出について（５月分）
455,517

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システム端末等機器にかかる経費の支出について（５月分）
1,661,882

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総合福祉システムサーバ機器等の借入にかかる経費の支出について（５月分）
911,034

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
777,822

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
414,068

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
976,660

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
1,296,180

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
77,123

福祉局 福祉システム課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 委託料　委託料 総合福祉システムの制度改正等に伴うシステム改修業務（個人番号制度の導入に伴うシステム改修外７件）に係る所要経費の支出について（第１回中間払い）
296,442

福祉局 福祉システム課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
432

福祉局 福祉システム課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
432

福祉局 福祉システム課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
2,592

福祉局 福祉システム課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
864

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用　二十一大都市心身障害者（児）福祉主管課長会議への出張（川崎市）及び同所要経費の支出について
76,040

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度重度障がい者入浴サービス事業委託料の支出について（平成31年４月分）
15,950,700

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市重度障がい者等タクシー給付券実績確認等業務委託にかかる同所要経費の支出について（平成31年４月分）
413,010

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター４月分）
48,600

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 第２回大阪市長居障がい者スポーツセンターのあり方検討に向けた調査業務委託受託事業者選定会議（令和元年５月20日開催）に係る報償費の支出について
80,200

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度障がい者歯科診療センター業務に係る所要経費の支出について（第１回分）
5,883,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月07日
心身障害者扶養共済
事業会計

共済事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 心身障がい者扶養共済事業用　年金証書ほか２点　印刷経費の支出について
51,624

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成31年度第2回障がい者差別解消の推進に係る事例検討会議（令和元年5月22日開催）に係る報償費の支出について
51,320

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市障がい者相談支援調整事業（長期継続）業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期分）
4,794,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度障がい者能力開発訓練施設運営補助金の交付による支出について（第１四半期）
13,800,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度特別障がい者手当等給付費の支出について（令和元年５月決議分）
8,048,190

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度特別障がい者手当等給付費の支出について（未支払等令和元年５月決議分）
585,370

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度知的障がい者における介護員資格取得・就労支援事業業務委託にかかる所要経費の支出について（第１四半期）
1,714,500

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市ハートフルWeb事業業務委託にかかる所要経費の支出について（第１四半期）
1,644,250

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（中央センター）業務委託にかかる所要経費の支出について（第１四半期）
7,900,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市障がい者スポーツセンター管理運営業務代行料（第１四半期分）の支出について
171,131,644



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（十三市民病院４月分）
5,590

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度点字図書館運営補助金の交付にかかる支出について（第１四半期）
17,200,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月14日
心身障害者扶養共済
事業会計

共済事業費 事業費 給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成３１年度心身障がい者扶養共済事業給付金（年金）の支出について（令和元年６月分）
24,040,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者福祉事業用　市内出張等交通費の支出について（４月分）
32,151

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立早川福祉会館管理運営業務代行料の支出について（第１四半期分）
8,417,199

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市障がい者基幹相談支援センター事業（長期継続）業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期分）
94,015,500

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度外国人心身障がい者給付金の支出について（第１四半期分）
4,560,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市障がい者就業・生活支援センター事業（各地域）の所要経費の支出について（第１四半期分）
24,600,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市要約筆記者養成及び要約筆記者派遣事業に係る所要経費の支出について（第１回分）
1,208,526

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和元年度大阪市障がい者施策推進協議会等に係る視覚障がい者ガイドヘルプ業務委託契約にかかる委託料の支出について（５月23日開催）
5,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度身体障がい者手帳無料診断制度にかかる委託料の支出について（総合医療センター５月分）
72,900

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市手話奉仕員養成等事業に係る所要経費の支出について（第１回分）
3,108,350

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市身体障がい者生活訓練事業にかかる経費の支出について（第５回分）
6,738,729

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市障がい者社会参加促進事業に係る所要経費の支出について（第１回分）
4,248,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市点訳奉仕員養成事業に係る所要経費の支出について（第１回分）
67,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業に係る所要経費の支出について（第５回分）
16,606,789

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成３１年度特別障がい者手当等の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（４～５月開催分）
132,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 平成31年度　大阪市聴覚言語障がい者コミュニケーション支援事業　タブレット端末レンタル経費の支出について（５月分）
3,996

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（東住吉区・５月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市重度障がい者タクシー給付券実績確認等業務委託にかかる同諸経費の支出について（令和元年５月分）
413,010

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市住宅入居等支援事業にかかる委託料の支出について（東住吉区・６月分）
50,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（精神障害者地域生活支援センターすいすい・令和元年５月分）
1,320

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（こころの相談ネットふうが・令和元年５月分）
4,080

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度地域移行支援利用交通費給付事業にかかる交通費の支給について（こころの相談ネットふうが・平成３１年４月分）
3,060

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 大阪市障がい者施策推進協議　障がい者計画策定・推進部会　第１回ワーキング会議　委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（５月23日開催）
198,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 平成３１年度特別児童扶養手当の障がい認定にかかる嘱託医報酬の支出について（４～５月会議開催分）
165,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 大阪市障がい者施策推進協議　障がい者計画策定・推進部会　第１回ワーキング会議　委員用委員等報酬及び費用弁償の支出について（５月23日開催）
3,760

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３１年度　港湾局用地一時使用（南港埋立地：さきしま園）にかかる土地賃貸料の支出について
628,318

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度　手話通訳者養成研修事業にかかる分担金の支出について（第１四半期分）
1,987,500

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度　盲ろう者通訳・介助者派遣事業及び養成事業にかかる分担金の支出について（第１四半期分）
251,000

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度重度障がい者等タクシー料金給付事業にかかる扶助費（令和元年５月分実績）の支出について
79,586,800

福祉局 障がい福祉課 令和元年06月28日
心身障害者扶養共済
事業会計

共済事業費 事業費 納付費 役務費　共済保険料 平成３１年度心身障がい者扶養共済事業納付金の支出について（令和元年６月分）
3,449,400

福祉局 障がい支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その４）
391,845

福祉局 障がい支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給にかかる支出について（償還払い）
9,200

福祉局 障がい支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その３）
397,050

福祉局 障がい支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市地域活動支援センター（活動支援Ａ型）経費の支出について⑤（上半期分（３６法人中２法人分）
13,484,500

福祉局 障がい支援課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その５）
388,800

福祉局 障がい支援課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査手話通訳派遣事業にかかる支出について（平成31年４月分）
18,144

福祉局 障がい支援課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年４月提供分）
49,440

福祉局 障がい支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その６）
399,015

福祉局 障がい支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市緊急通報システム事業用委託料の支出について（平成31年４月分）
80,907

福祉局 障がい支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（平成31年4月分その2）【大阪市外分】
102,000

福祉局 障がい支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年４月提供分）
161,605

福祉局 障がい支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第3103号）
55,710

福祉局 障がい支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その７）
399,900

福祉局 障がい支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成31年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成31年４月提供５月請求分）（医療福祉センターさくら・大阪刀根山医療センター）
25,020

福祉局 障がい支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）その３
10,000
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福祉局 障がい支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度障がい福祉サービス費の支出について（３月サービス・５月請求分）
10,000

福祉局 障がい支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）その２
477,176

福祉局 障がい支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい福祉サービスに係るやむをえない事由による措置に要する費用の支出について（H31.4月サービス提供分）
58,022

福祉局 障がい支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給にかかる支出について（償還払い）
4,600

福祉局 障がい支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度移動支援サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）
43,240

福祉局 障がい支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター４月分：一般会計分）
4,574

福祉局 障がい支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その８）
390,675

福祉局 障がい支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度　障がい児給付費の支出について（４月提供５月審査分）
1,133,790,460

福祉局 障がい支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度　障がい福祉サービス費の支出について（４月提供５月審査分）
5,743,903,278

福祉局 障がい支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度　障がい福祉事業用移動支援費の支出について（４月提供５月審査分）
255,344,948

福祉局 障がい支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（4月サービス提供・5月請求分）
148,800

福祉局 障がい支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度　障がい児給付費の支出について（４月提供５月審査分）
6,727,910

福祉局 障がい支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（4月サービス提供・5月請求分）
78,400

福祉局 障がい支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 医師意見書作成依頼送付用窓あき封筒ほか１点の買入経費の支出について
182,952

福祉局 障がい支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その９）
399,900

福祉局 障がい支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度大阪市日中一時支援事業にかかる支出について（令和元年5月請求分）
1,533,700

福祉局 障がい支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 令和元年度　大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（淀川区第４号）
18,200

福祉局 障がい支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度レセプトの画像データ提供業務委託料（更生医療）５月提供分（３月診療４月審査）の支出について
18,707

福祉局 障がい支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「障がい支援区分認定調査業務委託（概算契約）長期継続」にかかる同所要経費の支出について（平成３１年４月分）
5,572,800

福祉局 障がい支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度大阪市重症心身障がい者通所施設通所用バス運行費補助金の支出について（第２四半期）
2,863,674

福祉局 障がい支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成31年度療養介護医療費（食事療養費）の支出について（平成31年４月提供５月請求分）（フェニックス）
12,720

福祉局 障がい支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度障がい福祉サービス費の支出について（４月サービス・５月請求分）その４
10,000

福祉局 障がい支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第3102号）
47,610

福祉局 障がい支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい児給付費等支払手数料の支出について（５月受付分）
2,376,512

福祉局 障がい支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会移動支援費等支払手数料の支出について（５月受付分）
1,011,466

福祉局 障がい支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪府国保連合会障がい福祉サービス費等支払手数料の支出について（５月受付分）
6,579,712

福祉局 障がい支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度「障がい福祉サービス費支払実績等管理ツール」の借入経費に支出について（５月分）
216,000

福祉局 障がい支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減（新高額障がい福祉サービス費）の支出について（６月１７日払い分）
1,331,232

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（４月診療５月審査分）
3,760

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　業務統合端末等機器（総合福祉システム　新高額障がい福祉サービス等給付費関連事務）長期借入経費の支出について（５月分）
44,928

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成31年度療養介護医療費（後期高齢）4月診療5月審査分の支出について
1,042,150

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成31年度療養介護医療費（国保）4月診療5月審査分の支出について
19,141,540

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保後期高齢４月診療分）
4,879,592

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（国保４月診療分）
20,973,490

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（４月診療５月審査分）
1,490,617

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度障がい児施設医療費（国保７９医療費）の支払いについて（４月診療５月審査分）
1,120,727

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３１年度障がい児施設医療費（国保５３審査委託料）の支払について（４月診療５月審査分）
15,792

福祉局 障がい支援課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度障がい児施設医療費（国保５３）の支払について（４月診療５月審査分）
579,728

福祉局 障がい支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成31年4月分の口座不能分）
18,903

福祉局 障がい支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（平成31年4月分の口座不能分）
780

福祉局 障がい支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その１０）
390,765

福祉局 障がい支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい支援区分認定端末等機器借入の所要経費の支出について（令和元年５月分）
18,144

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その１）
395,085

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保４月診療分５月審査分）
83,002

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度療養介護医療費（社保）５月審査支払手数料の支出について
764

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（４月診療５月審査分）
4,741

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和元年度療養介護医療費（後期高齢・審手）5月審査分の支出について
1,175
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福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 令和元年度療養介護医療費（国保・審手）5月審査分の支出について
12,361

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（国保後期高齢４月診療・５月審査分）
68,620

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保４月診療・５月審査分）
228,009

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度障がい児施設医療費（国保７９審査委託料）の支払いについて（４月診療５月審査分）
1,316

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費及び委託料の支出について（社保４月診療・５月審査分）
728,254,765

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 平成31年度療養介護医療費（社保）4月診療分（5月審査分）の支出について
2,260,172

福祉局 障がい支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度障がい児施設医療費（社保７９）の支払いについて（４月診療５月審査分）
7,492,359

福祉局 障がい支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（５月請求分その１１）
398,625

福祉局 障がい支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい者自立支援医療（更生医療）用委託料の支出について（介護訪問看護５月審査分）
95

福祉局 障がい支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　医療扶助金 障がい者自立支援医療（更生医療）用扶助費の支出について（介護訪問看護５月審査分）
4,036

福祉局 障がい支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年４月提供分）
237,240

福祉局 障がい支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第3101号）
95,220

福祉局 障がい支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（西成区第３号）
6,150

福祉局 障がい支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市児童発達支援等利用者負担給付金支給にかかる支出について（償還払い）
4,600

福祉局 障がい支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 障がい支援区分認定医師意見書作成手数料の支出について（６月請求分その２）
393,915

福祉局 障がい支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（平成31年５月提供分）
300,731

福祉局 障がい支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度　大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（東住吉区第４号）
46,000

福祉局 障がい支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第3105号）
61,900

福祉局 障がい支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成３１年度障がい児施設（措置費）の支出について（敷津浦学園５月実施分）
8,221,531

福祉局 障がい支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金
平成31年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金交付決定に係る同経費の支出について（一般社団法人ラ・ビスタ／グループホーム
ラ・ビスタ３丁目） 7,069,000

福祉局 障がい支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（5月サービス提供・6月請求分）
179,200

福祉局 障がい支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（３）
37,500

福祉局 障がい支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　重度障がい者等入院時コミュニケーションサポート事業費の支出について（２）
37,500

福祉局 障がい支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度大学修学支援にかかる移動支援サービス費の支出について（5月サービス提供・6月請求分）
93,600

福祉局 障がい支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 償還事務センター後納郵便料にかかる経費の支出について（高額障がい・５月請求分）
28,100

福祉局 障がい支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 障がい支援区分認定調査にかかる支出について（令和元年5月分その1）【大阪市外分】
156,400

福祉局 障がい支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和元年５月提供分）
120,099

福祉局 障がい支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和元年５月提供分）
49,846

福祉局 障がい支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度 障がい児通所支援にかかるやむを得ない事由による措置に要する費用の支出について（令和元年５月提供分）
216,372

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（令和元年５月分）
3,509,500

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 障がい支援区分認定審査会に係る報酬並びに費用弁償の支出について（令和元年５月分）
108,190

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成31年度障がい支援区分認定調査（近接地）市内出張旅費の支出について（４月分）
1,100

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい支援区分認定調査事業及び審査会事業に係る郵便料の支出について（令和元年5月分　料金後納分）
415,264

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料
平成31年度公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写磁気媒体の作成業務委託料（更生医療）の支出について（４月診療５月審査６月提
供分） 3,000

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　補助金
平成31年度大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助金交付決定に係る同経費の支出について（ＮＰＯ法人ＭＵＡ未来／グループホームコア
の森Ⅲ） 2,790,000

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度障がい児施設（措置費）の支出について（５月実施分）
64,489,816

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　大阪市難聴児補聴器給付事業用補聴器経費の支出について（第3110号）
95,220

福祉局 障がい支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度　大阪市点字図書給付事業用扶助費の支出について（住之江区第４号）
4,400

福祉局 運営指導課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 児童福祉法における指定障がい児支援事業者等集団指導に係る会場使用料の支出について（西成区民センター）
59,700

福祉局 運営指導課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 平成31年度　都道府県・指定都市・中核市指導監督中堅職員研修参加のための出張及び同所要経費の支出について
39,800

福祉局 運営指導課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
12,866

福祉局 運営指導課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査におけるリモートアクセスサービス経費の支出について（令和元年５月分）
855

福祉局 運営指導課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 障がい福祉サービス事業者指定・指導業務用　タブレット端末を活用した指導監査における所要経費の支出について（令和元年５月分通信費用）
3,998

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成30年度4年契約締結包括）（第1四半期）
215,839,440

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成28年度4年契約締結包括）（第1四半期）
233,945,020

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度生活支援体制整備事業業務委託に係る委託料の支出について（第１四半期分）
43,200,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成31年度4年契約締結包括）（第1四半期分）
232,801,160



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成29年度4年契約締結包括）（第1四半期）
231,517,720

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成29年度4年契約締結包括）（第1四半期）
24,829,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度特養入所待機者管理システム運用保守業務に係る委託経費の支出について（平成３１年４月分）
95,574

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 高齢福祉事務用窓付き封筒の作成経費の支出について
1,538

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度生活支援ハウス運営事業委託に係る委託料の支出について（第１四半期分）
11,514,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　会費 第78回 日本公衆衛生学会総会への職員派遣に係る経費の支出について
22,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 高齢福祉事務用窓付き封筒の作成経費の支出について
42,677

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成31年度4年契約締結包括）（第1四半期分）
17,465,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りメール等配信システムサービス提供業務委託に係るＦＡＸ配信経費の支出について（平成３１年４月分）
363,294

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りネットワーク事業位置情報探索等業務委託（平成31年4月分）に係る支出について
54,432

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 平成３１年度日常生活用具給付事業用電磁調理器の概算買入にかかる経費の支出について（４月分）
154,958

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター連絡調整事業にかかる所要経費の支出について（第１四半期分）
2,013,375

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分３回目）
278,946

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分６回目）
743,994

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分７回目）
318,600

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター連絡調整事業にかかる所要経費の支出について（第１四半期分）
156,297

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成28年度4年契約締結包括）（第1四半期分）
10,694,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター連絡調整事業にかかる所要経費の支出について（第１四半期分）
4,602,891

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる電話設置費用等（４月分）の支出について
32,508

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市高齢者住宅改修費給付事業業務委託経費の支出について（４月分）
270,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（平成３１年４月分）
174,960

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 平成31年度住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務（１ブロック）にかかる委託経費の支出について（第１四半期分）
1,116,218

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 平成31年度住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務（２ブロック）にかかる委託経費の支出について（第１四半期分）
1,116,234

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 平成31年度住民の助け合いによる生活支援活動事業管理業務（３ブロック）にかかる委託経費の支出について（第１四半期分）
1,116,202

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分４回目）
25,506

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分15回目）
613,980

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分１１回目）
664,344

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分19回目）
387,234

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分14回目）
202,644

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分５回目）
228,906

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３１年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる事業実施及び所要経費の支出について（４月分４回目）
7,653,514

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 介護用品支給事業用介護用品支給決定通知書等送付用窓付き封筒の作成経費の支出について
52,315

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　印刷製本費 介護用品支給事業用給付券用紙（偽造防止用紙）の作成経費の支出について
45,716

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度地域包括支援センター運営関連事業（包括的支援事業）の所要経費の支出について（平成30年度4年契約締結包括）（第1四半期分）
11,593,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分１回目）
100,836

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 （高齢福祉課事務用）物品（ゴム印）にかかる経費の支出について
2,203

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分１３回目）
359,568

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分８回目）
642,726

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分９回目）
259,920

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成30年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分16回目）
25,722

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度養護老人ホーム入所者日常生活支援費の支出について（西宮市立寿園：５月分）
2,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度老人保護措置費（やむを得ない事由による措置）の支出について【４月請求分】
1,063,326

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・堺市立八田荘老人ホーム：４月分）
144,180

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分1２回目）
362,268

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（福島区）第１四半期分
3,056,911

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（住之江区）（第１四半期）
3,569,509

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平野区）（第１四半期分）
3,740,375
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福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（生野区）第１四半期分
3,569,509

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（北区）第１四半期分
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（旭区）第１四半期分
3,398,643

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（都島区）第１四半期分
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 認知症高齢者見守りネットワーク事業メール等配信システムサービス提供業務委託に係る経費の支出について（令和元年5月分）
118,800

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（此花区）第１四半期分
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（阿倍野区）第１四半期分
3,398,643

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業の委託経費の支出について（１区１包括の３法人分）第１四半期分
9,170,733

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（東住吉区）第１四半期分
3,569,509

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分17回目）
745,182

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分10回目）
697,086

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成30年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分18回目）
254,196

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成31年度契約６法人）第１四半期分
13,594,572

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度特養入所待機者管理システム運用保守業務に係る委託経費の支出について（５月分）
95,574

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成30年度契約５法人）第１四半期分
10,195,929

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

使用料及賃借料　使用料 平成31年度　総合相談窓口（ブランチ）職員研修にかかる会場使用料の支出について
45,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（令和元年５月分）
4,104

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度認知症サポーター地域活動促進事業にかかる委託経費の支出について（北区、福島区、住吉区）（第１四半期分）
1,884,248

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（平成３１年４月稼働分）の支出について
5,552,664

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（平成３１年４月稼働分）の支出について
3,031,560

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業（家庭内の事故等への対応の体制整備に資する事業【緊急時駆けつけ対応業務】）業務委託の支出について（令和元年５月分）
406,296

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 負担金、補助及交付金　交付金 介護予防ポイント事業における介護支援活動等及び生活支援活動交付金の支出について（５月分）
14,400

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（平成30年度契約２法人）（第１四半期分）
7,139,018

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度認知症初期集中支援推進事業にかかる委託経費の支出について（西淀川区）（第１四半期分）
3,227,777

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 選択型通所サービス健診実施業務委託料の支出について（平成３１年４月実施分）
8,132

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）にかかる委託料及び負担金の支出について（令和元年5月審査分）
92,441,440

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント費）にかかる委託料及び負担金の支出について（令和元年5月審査分）
476,877

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 介護予防地域健康講座における体力測定用握力計の買入及び同所要経費の支出について
55,512

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（４月実施分20回目）
489,906

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 高齢者ケア付住宅生活援助員配置事業用業務委託経費の支出について（第１四半期分・１回目）
12,435,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

使用料及賃借料　使用料 「特別養護老人ホーム入所待機者管理システム」にかかるレンタルサーバ長期借入にかかる同経費の支出について（平成31年5月分）
16,627

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 高齢福祉課自動消火器設置業務委託費の支出について（令和元年５月分）
131,220

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 大阪市高齢者住宅改修費給付事業業務委託経費の支出について（令和元年５月分）
270,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３１年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる事業実施及び所要経費の支出について（５月分１回目）
7,151,139

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 家族介護慰労金支給事業用慰労金の支出について（３回目）
100,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（５月実施分４回目）
1,076,544

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 家族介護慰労金支給事業用慰労金の支出について（２回目）
100,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託事業者選定会議の開催に係る所要経費の支出について（令和元年5月31日開催分）
8,870

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託事業者選定会議の開催に係る所要経費の支出について（令和元年5月31日開催分）
8,650

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託事業者選定会議の開催に係る所要経費の支出について（令和元年5月31日開催分）
8,530

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 日常生活用具給付事業にかかる高齢者用電話名義変更手数料の支出について（平成31年４月分）
4,320

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（令和元年５月稼働分）の支出について
5,525,793

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度老人保護措置費の支出について（佐用町立養護老人ホーム佐用朝霧園：６月分概算）
213,590

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・西宮市立寿園　５月分精算）
392,740

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度老人保護措置費の支出について（養護老人ホーム・京都府立洛南寮　４月概算）
143,720

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度養護老人ホーム入所者日常生活支援費の支出について（西宮市立寿園：６月分）
2,000

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託事業者選定会議の開催に係る所要経費の支出について（令和元年5月31日開催分）
8,650
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福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託事業者選定会議の開催に係る所要経費の支出について（令和元年5月31日開催分）
8,870

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 報償費　報償金 大阪市高齢者実態調査実施及び集計・分析業務委託事業者選定会議の開催に係る所要経費の支出について（令和元年5月31日開催分）
8,530

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（５月実施分３回目）
386,262

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 委託料　委託料 平成31年度介護予防教室事業用委託料の支出について（５月実施分２回目）
832,932

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成３１年度大阪市生活支援型食事サービス事業にかかる事業実施及び所要経費の支出について（５月分２回目）
10,433,792

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 緊急通報システム事業委託料（令和元年５月稼働分）の支出について
3,016,980

福祉局 高齢福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 介護用品支給事業用介護用品代金の支出について（４月利用・６月請求分）
11,167,630

福祉局 高齢施設課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（Ｈ30.6導入）長期借入の実施及び支出について（４月分）
1,322

福祉局 高齢施設課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン機器等（Ｈ30.6導入）長期借入の実施及び支出について（４月分）
2,350

福祉局 高齢施設課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（平成３１年４月分）の支出について
8,624

福祉局 高齢施設課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢施設課における市内出張交通費（平成３１年４月分）の支出について
3,174

福祉局 高齢施設課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年5月分高齢施設課・介護保険課事務移管分事務用郵便料金の支出について
1,948

福祉局 高齢施設課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和元年5月分高齢施設課・介護保険課事務移管分事務用郵便料金の支出について
4,298

福祉局 いきがい課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度全国健康福祉祭選手団派遣事業(概算契約)の経費の支出について（第1回　4月～6月分）
1,555,816

福祉局 いきがい課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 第３２回全国健康福祉祭和歌山大会担当係長会議の参加に関する出張命令並びに旅費の支出について
2,640

福祉局 いきがい課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター電気使用料の支出について（５月請求分）
148,474

福祉局 いきがい課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市高年齢者就業機会確保事業補助金の支出について（上半期）
24,350,000

福祉局 いきがい課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度敬老優待乗車証（ＩＣカード）発行・管理業務（単価契約）（４月分）の支出について
14,376,718

福祉局 いきがい課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（概算契約）（４月分）経費の支出について
157,465

福祉局 いきがい課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立淀川区老人福祉センター管理運営に関する業務代行料の支出について（第１四半期分）
4,715,200

福祉局 いきがい課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市敬老優待乗車証（ＩＣカード）５年次更新に関する申請受付業務委託（単価契約）（４月分）の支出について
794,523

福祉局 いきがい課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　光熱水費 もといきいきエイジングセンター上下水道使用料の支出について（６月請求分）
1,512

福祉局 いきがい課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 もといきいきエイジングセンターに関する機械警備業務委託経費の支出について（5月分）
45,900

福祉局 いきがい課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 敬老優待乗車証用交付申請書等郵送料（５月分）の支出について
449,321

福祉局 いきがい課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市敬老優待乗車証データ媒体変換処理業務委託（概算契約）（５月分）経費の支出について
182,633

福祉局 いきがい課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター管理費等の支出について（６月分）
782,600

福祉局 いきがい課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 もといきいきエイジングセンター修繕積立金の支出について（６月分）
1,169,040

福祉局 いきがい課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 地下鉄交通料金福祉措置に関する交付金（敬老優待乗車証による利用料金４月分）の支出について
308,580,021

福祉局 いきがい課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 負担金、補助及交付金　交付金 バス交通料金福祉措置に関する交付金（敬老優待乗車証による利用料金４月分）の支出について
126,948,697

福祉局 いきがい課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報償費　報償金 福祉局所管用地に関する弁護士相談の実施経費の支出について
32,400

福祉局 いきがい課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成31年度いきがい課市内出張交通費の支払について(５月分)
3,606

福祉局 いきがい課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　建物修繕料 平成31年度　生野区老人福祉センターエレベーター修繕に関する経費の支出について
707,400

福祉局 介護保険課 令和元年06月03日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、６月分還付用資金前渡金の支出について（窓口、歳出）
860,000

福祉局 介護保険課 令和元年06月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑤）
4,320

福祉局 介護保険課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（第三者行為求償事務５月請求分）
19,263

福祉局 介護保険課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（４月分）
1,924,925

福祉局 介護保険課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 介護保険保険者事務共同処理事務にかかる委託料の支出について（４月分）
201,918

福祉局 介護保険課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（平成３１年４月分）
626

福祉局 介護保険課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 平成31年４月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
7,164

福祉局 介護保険課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成31年４月分介護保険指定指導事務市内出張旅費の支出について
61,093

福祉局 介護保険課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委託経費の支出について（4月分）
1,210,915

福祉局 介護保険課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 平成31年度　大阪市認定事務センター電話料金に係る経費の支出について（４月分・ＮＴＴコミュニケーションズ分）
1,350

福祉局 介護保険課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター庁内情報通信使用料の支出について（平成３１年４月分）
4,504

福祉局 介護保険課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分④）
92,880

福祉局 介護保険課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分【他】①）
19,440

福祉局 介護保険課 令和元年06月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 高齢者の権利擁護　－制度と契約の実務－　（追録）第95号－96号の買入及び同経費の支出について
89,400

福祉局 介護保険課 令和元年06月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用『わかりやすい介護保険法の手引　第85号』（追録） 買入及び同経費の支出について
4,500
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福祉局 介護保険課 令和元年06月10日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護・福祉・医療サービス事業の人事労務ガイドブック　第23号 （追録）の買入及び同経費の支出について
3,888

福祉局 介護保険課 令和元年06月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和元年度大都市介護保険担当課長会議（前期）にかかる職員の出席及び同所要経費の支出について
76,800

福祉局 介護保険課 令和元年06月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分②）
134,460

福祉局 介護保険課 令和元年06月11日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分【他】②）
45,360

福祉局 介護保険課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度介護保険料決定通知書・納付書作成等業務委費に係る支出について（5月分）
67,470

福祉局 介護保険課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分【他】③）
38,880

福祉局 介護保険課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（3回目）
306,366

福祉局 介護保険課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（3回目）
46,864

福祉局 介護保険課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（3回目）
24,997

福祉局 介護保険課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（3回目）
58,871

福祉局 介護保険課 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（3回目）
215,335

福祉局 介護保険課 令和元年06月13日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（3回目）
9,990

福祉局 介護保険課 令和元年06月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（3回目）
35,489

福祉局 介護保険課 令和元年06月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分⑤）
24,564

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成31年4月分）
534,000

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について（4月分）
24,300

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について（4月分）
56,700

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託にかかる所要経費の支出について（平成31年4月分）
2,136,000

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分⑥）
67,551

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 要介護認定調査業務委託（概算契約）長期継続に係る所要経費の支出について（４月分）
69,872,298

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分④）
92,115

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分③）
30,705

福祉局 介護保険課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分【他】④）
16,200

福祉局 介護保険課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年度介護サービス等給付費の支払いについて（5月支給決定分）
53,797,182

福祉局 介護保険課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成31年度介護予防サービス等給付費の支払いについて（5月支給決定分）
31,434,476

福祉局 介護保険課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成31年度高額介護サービス費等給付費の支払いについて（5月支給決定分）
211,448,300

福祉局 介護保険課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額医療合算介護
サービス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 平成31年度高額医療合算介護サービス等給付費の支払いについて（5月支給決定分）
7,792,553

福祉局 介護保険課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 平成31年度高額介護予防サービス費相当事業給付費の支払いについて（5月支給決定分）
869,314

福祉局 介護保険課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、５月分還付金の支出について（口座、歳出）
31,412,577

福祉局 介護保険課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑦）
89,640

福祉局 介護保険課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支出について（4月分）
60,951,960

福祉局 介護保険課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑥）
87,480

福祉局 介護保険課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分⑦）
30,705

福祉局 介護保険課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分【他】⑤）
29,160

福祉局 介護保険課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分⑨）
219,847

福祉局 介護保険課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

委託料　委託料 平成31年度介護保険住宅改修費等適正給付事業（平成31年4月・令和元年5・6月分）にかかる経費の支出について（第１四半期分）
1,091,230

福祉局 介護保険課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、5月分年金保険者還付金の支出について
4,472,968

福祉局 介護保険課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（特名随意契約分）（令和元年5月分）
42,240

福祉局 介護保険課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（特名随意契約分）（令和元年5月分）
1,313,640

福祉局 介護保険課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（特名随意契約分）（令和元年5月分）
262,520

福祉局 介護保険課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（特名随意契約分）（令和元年5月分）
274,752

福祉局 介護保険課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑩）
88,560

福祉局 介護保険課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑧）
91,800

福祉局 介護保険課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（４月分⑨）
54,000

福祉局 介護保険課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 平成31年度介護保険関係帳票封入封緘作業等業務委託（概算契約）経費の支出について（特名随意契約分）（令和元年5月分）
228,522

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る同所要経費の支出について（4月分）
4,857,030

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について（5月分）
24,300
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福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（5月分）
2,401

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（令和１年５月審査分）
95

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　手数料 介護保険特別対策用審査支払経費の支出について（令和１年５月審査分）
380

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（令和１年５月審査分）
50,013

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 介護保険特別対策用利用経費の支出について（令和１年５月審査分）
3,205

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度　指定事業者台帳等管理システム保守業務委託にかかる所要経費の支出について（5月分）
56,700

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度居宅サービス事業者及び障がい福祉サービス事業者等指定申請受付等業務委託用端末機器等　長期借入に係る支出について（5月分）
16,067

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員報酬及び費用弁償口座不能分の再支出について（４月分）
56,709

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員報酬及び費用弁償口座不能分の再支出について（４月分）
1,680

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分⑧）
6,141

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 「大阪市認定事務センター業務委託　長期継続」に係る同所要経費の支出について（4月分）
35,021,970

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分①）
797,040

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 介護サービス等給付費 負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（令和１年５月審査分）
18,435,875,026

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
介護予防サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 介護給付費の支出について（令和１年５月審査分）
508,517,084

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
高額介護サービス等給
付費

負担金、補助及交付金　負担金 高額介護サービス費等の支払いについて（令和１年５月審査分）
357,260,980

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費
特定入所者介護サービ
ス等給付費

負担金、補助及交付金　負担金 特定入所者介護サービス費等の支出について（令和１年５月審査分）
531,267,930

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険給付費 保険給付費 審査支払費 委託料　委託料 介護給付費審査支払業務委託料の支出について（令和１年５月審査分）
17,082,514

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

委託料　委託料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払業務委託料の支払について（令和１年５月審査分）
2,571,262

福祉局 介護保険課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

負担金、補助及交付金　負担金 介護予防・日常生活支援総合事業費の支払いについて（令和１年５月審査分）
786,138,544

福祉局 介護保険課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（平成３１年度５月分）
3,132

福祉局 介護保険課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分⑩）
3,240

福祉局 介護保険課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 委託料　委託料 介護保険審査判定用要介護認定調査業務委託料の支出について（4月分⑪）
6,141

福祉局 介護保険課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 大阪市認定事務センターにおける複写電送装置（ファクシミリ）の長期借入に係る所要経費の支出について（平成３１年度５月分）
3,132

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
264,460

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者緊急情報提供用ファクシミリ一斉送信サービス利用による同所要経費の支出について（平成31年４月分）
95,664

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
1,513,714

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
4,265,700

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
606,236

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 保険医療機関マスターデータの使用料の支出について（５月分）
17,850

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員報酬及び費用弁償口座不能分の再支出について（４月分）
42,653

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（５月分）
32,293,000

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員報酬及び費用弁償口座不能分の再支出について（４月分）
23,750

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員報酬及び費用弁償口座不能分の再支出について（４月分）
720

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員報酬及び費用弁償口座不能分の再支出について（４月分）
360

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員の報酬及び費用弁償の支出について（５月分）
334,240

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
784,937

福祉局 介護保険課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 介護保険料用、年金保険者還付金の支出について（全国市町村職員共済組合連合会、歳出）
18,024

福祉局 介護保険課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費（5月分）の支出について
8,924

福祉局 介護保険課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務庁内情報利用モバイル端末（IPad）利用料（令和元年５月分）の支出について
3,890

福祉局 介護保険課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 大阪市認定事務センター事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（５月分）
8,957,867

福祉局 介護保険課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　５月分）
1,472

福祉局 介護保険課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（大阪市認定事務センター　５月分）
9,036

福祉局 介護保険課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　手数料 介護保険審査判定用介護保険主治医意見書作成料の支払いについて（５月分①）
89,640

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（５月分）
74,761

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（4回目）
4,745

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（平成31年５月分）の支出について
1,597

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（4回目）
3,934
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福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（4回目）
16,676

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（4回目）
68,531

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（4回目）
16,778

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事業者指定指導業務にかかる料金後納郵便（平成31年５月分）の支出について
36,129

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 平成31年度大阪市徴収金口座振替処理データ伝送等の委託にかかる経費の支払いについて（4回目）
43,392

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 平成31年度大阪市介護認定審査会委員研修（新任研修）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（平成31年４月４，５日開催分）
2,808,000

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 平成31年度大阪市介護認定審査会委員研修（新任研修）にかかる委員報酬及び費用弁償の支出について（平成31年４月４，５日開催分）
51,680

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 平成31年度調査指導員養成研修及び要介護認定都道府県等職員研修（6/3～6/4）参加にかかる出張旅費の支出について
37,200

福祉局 介護保険課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 大阪市認定事務センター事務用コピー代金の支出について（５月分）
454,432

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　第61回日本老年医学会学術集会参加にかかる参加経費の支出について
12,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院臨床治験用　日本内科学会　生涯教育講演会参加にかかる参加経費の支出について
5,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院臨床治験用　第34回日本老年精神医学会参加にかかる参加経費の支出について
12,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 平成31度　附属病院運営用　眼圧計の買入にかかる経費の支出について
1,101,600

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［１病棟・２病棟］意見箱の買入及び同所要経費の支出について
6,358

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院臨床治験用　第60回日本神経学会学術大会にかかる参加経費の支出について
15,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［中央臨床検査部］心電計記録紙ほか１点の買入及び同所要経費の支出について
25,488

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院旧第1特別養護老人ホーム中央厨房　業務用テーブル形冷蔵庫点検の実施及び同所要経費の支出について
12,960

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　［中央臨床検査部］携帯型血液分析装置用カートリッジの買入及び同所要経費の支出について
27,216

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　［１病棟・２病棟］手首式血圧計ほか１点の買入及び同所要経費の支出について
22,680

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　［中央臨床検査部］心電計記録紙ほか１点の買入及び同所要経費の支出について
1,058

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 負担金、補助及交付金　会費 附属病院運営用　令和元年　吹田保健所管内集団給食研究会会費の支出について
5,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　蛍光ランプ（２種）ほか６点の買入の実施及び同所要経費の支出について
91,800

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　建物修繕料 第２特養運営用　平成31年度 大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム２階建具金物取替修繕の実施及び同所要経費の支出について
58,320

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（４月分）
109,498

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［内視鏡検査室］超音波プローブ用カバーの買入及び同所要経費の支出について
26,697

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　医薬品（ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％日医工）の買入及び同所要経費の支出について
14,256

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　医薬品（タナドーパ顆粒７５％）の買入及び同所要経費の支出について
38,745

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　［内視鏡検査室］回転クリップ装置用クリップの買入及び同所要経費の支出について
71,928

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　寝具（大阪市立弘済院）借入（単価契約）にかかる所要経費の支出について（４月分）
84,654

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入の支出について（平成31年４月分）
1,350

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入の支出について（平成31年４月分）
3,150

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［１病棟・２病棟］意見箱の買入及び同所要経費の支出について
230

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　［栄養部］ブレンダー・ミキサー修理の実施及び同所要経費の支出について
59,853

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第2特養運営用　第32回 日本老年泌尿器科学会参加にかかる旅費の支出について
71,460

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［病院］使い捨てポリエンボスロング手袋買入の実施及び同所要経費の支出について
28,188

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成31年度大阪市立弘済院設備管理・保守点検業務委託の実施及び同所要経費の支出について
1,908,900

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第2特養運営用　第32回 日本老年泌尿器科学会への参加及び同経費の支出について
5,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　蛍光ペン（1）ほか19点　買入の実施及び同所要経費の支出について
7,214

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　蛍光灯（１）ほか２点　買入の実施及び同所要経費の支出について
16,297

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成31年度大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（単価契約）令和元年5月分の支払いについて（5月11日作業分）
110,635

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立弘済院一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる所要経費の支出について
186,426

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成31年度大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（単価契約）令和元年5月分の支払いについて（5月25日作業分）
35,380

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成31年度大阪市立弘済院除草ごみ収集運搬業務委託（単価契約）令和元年5月分の支払いについて（5月18日作業分）
110,916

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（令和元年５月分）
10,584

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用　蛍光灯（１）ほか２点　買入の実施及び同所要経費の支出について
16,643

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　蛍光ペン（1）ほか19点　買入の実施及び同所要経費の支出について
17,550

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　アクティビティ用生花（4月分）の買入の実施及び同所要経費の支出について
5,400
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福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　アクティビティ用生花　外７点買入の実施及び同所要経費の支出について
19,996

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（令和元年５月分）
95,256

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度大阪市立弘済院玄関マット借入の実施及び同所要経費の支出について（令和元年５月分）
7,128

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
34,560

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　医療情報システム用ＯＡ用品　買入（単価契約）（２回目）
315,057

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
17,582

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　蛍光ペン（1）ほか19点　買入の実施及び同所要経費の支出について
27,907

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　照射赤血球液ＬＲ－｢日赤｣１他１点（単価契約）の買入にかかる経費の支出について（５月分）
17,726

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
273,963

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院清掃業務委託（長期継続契約）の支出について（令和元年５月分）
952,560

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　酸素濃縮装置借入（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（５月分）
44,658

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度大阪市立弘済院玄関マット借入の実施及び同所要経費の支出について（令和元年５月分）
7,884

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報償費　報償金 第２特養事業用　平成31年 FTLD研究会にかかるスーパーバイザー報償金の支出について（令和元年5月9日開催分）
12,300

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 第２特養運営用　弘済院処遇等管理支援システム機器　長期借入にかかる所要経費の支出について（令和元年５月分）
60,696

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　応援医師報償金の支出について（５月分）
1,877,980

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院運営用　本人サポートの会 スーパーバイザー報償金の支出について（令和元年５月分）
18,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　第115回日本精神神経学会学術総会参加にかかる参加経費の支出について
34,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（５月分）
42,552

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（４月分）
35,424

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 平成31年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
2,254

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 平成31年度大阪市立弘済院第１特別養護老人ホーム電気室非常保安動力盤不具合調査及び復旧業務委託の実施及び同所要経費の支出について
64,800

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　通信運搬費 平成31年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
3,044

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　注射薬請求伝票の買入及び同所要経費の支出について
19,440

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　胃瘻カテーテル外1点の買入にかかる経費の支出について
34,030

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 平成31年度大阪市立弘済院後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
20,161

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　髄液検査業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（５月分）
46,980

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済院附属病院医療情報システム再構築・運用保守業務委託（長期継続契約）にかかる委託料の支出について（令和元年５月分）
600,210

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　医療情報システム運用管理導入当初にかかる業務委託料の支出について（５月分）
1,112,400

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　病理学的検査業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（５月分）
22,248

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　髄液検査業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（５月分）
14,580

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成31年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（令和元年5月分）
10,323

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 平成31年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（令和元年5月分）
4,675

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成31年度大阪市立弘済院乾式電子複写機借入（単価契約）の支出について（令和元年5月分）
37,667

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［医事課］Ａ３モノクロプリンタ用ドラムユニットの買入及び同所要経費の支出について
18,090

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　フレグランスディフューザーほか２点借入の実施にかかる経費の支出について
62,046

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 平成31年度　管理運営用　ポータブルＤＶＤドライブ買入にかかる所要経費の支出について
3,186

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　スイッチングＨｕｂ買入にかかる所要経費の支出について
15,930

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用　Ｓｋｙ　ＰＤＦ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２０１６　ＶｅｒＵｐ版　ライセンス買入にかかる所要経費の支出について
21,600

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和元年5月分）
1,756,758

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和元年5月分）
1,708

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（令和元年５月分）
75,254

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 平成31年度ガス料金の支出について（平成31年6月分：令和元年5月8日から令和元年6月3日分）
322,193

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和元年5月分）
392,188

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　備品修繕料 大阪市立弘済院第２特別養護老人ホーム　厨房空調機修理の実施及び同所要経費の支出について
7,020

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第2特養運営用　平成31年度（令和元年度）大阪市老人福祉施設連盟年会費の支出について
77,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（令和元年5月分）
1,310,197

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　光熱水費 平成31年度ガス料金の支出について（平成31年6月分：令和元年5月8日から令和元年6月3日分）
448,667
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福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処分業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（5月分）
23,695

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　医療廃棄物処分業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（4月分）
20,833

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施について（令和元年5月分）
12,065

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
97,070

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
5,375

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
95,730

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入の実施について（令和元年5月分）
44,982

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（福祉局弘済院）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
32,765

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 第２特養運営用　2019年度 日本認知症ケア学会関西ブロック大会参加にかかる参加費の支出について
300

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第２特養運営用　2019年度 日本認知症ケア学会関西ブロック大会参加にかかる参加費の支出について
12,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　寝具管理業務委託の実施にかかる経費の支出について（４月分）
97,200

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　寝具管理業務委託の実施にかかる経費の支出について（５月分）
97,200

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（令和元年５月分）
99,873

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第2特養運営用　介護保険関係法令実務便覧（追録384－391）　買入の実施及び同所要経費の支出について
10,144

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　紙おむつ買入（単価契約）の支出について（令和元年５月分）
82,274

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　浴室用マット 外８点 買入の実施及び同所用経費の支出について
59,799

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第2特養運営用　平成31年度（令和元年度） 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会会費の支出について
114,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　平成３１年度大阪市立弘済院附属病院　吸収式冷温水機修繕及び同所要経費の支出について
864,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　普通旅費 附属病院臨床治験用　第34回日本老年精神医学会参加にかかる旅費の支出について
89,220

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院臨床治験用　第61回日本老年医学会学術集会参加にかかる参加経費の支出について
12,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［中央臨床検査部］受話器の買入及び同所要経費の支出について
756

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　［１病棟］離床センサー受信機　修理の実施及び同所要経費の支出について
9,180

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　［病院］ポジショニングピローの買入及び同所要経費の支出について
93,312

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　［病院］医療用酵素洗浄剤の買入及び同所要経費の支出について
11,934

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　通信運搬費 附属病院運営用　［中央臨床検査部］受話器の買入及び同所要経費の支出について
1,080

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院栄養部　業務用横型冷蔵庫の買入及び同所要経費の支出について
20,412

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 備品購入費　機械器具費 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院栄養部　業務用横型冷蔵庫の買入及び同所要経費の支出について
186,948

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 委託料　委託料 大阪市立弘済院警備業務委託（長期継続）の実施及び同所要経費の支出について（令和元年５月分）
1,418,490

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院用　乾式電子複写機借入費（単価契約）の支出について（５月分）
1,922

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　備品修繕料 附属病院運営用　大阪市立弘済院附属病院　プリンター修繕の実施にかかる経費の支出について（その２）
19,440

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　医療用酸素ガス7000Ｌ　外２点（単価契約）の買入にかかる経費の支出について（５月分）
55,512

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　千寿鍋ほか18点　買入の実施及び同所要経費の支出について
9,460

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 管理運営用　電話料金の支払いについて（令和元年6月請求分：令和元年5月利用分）
26,088

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　普通旅費 第２特養運営用　市内出張旅費の支出について（令和元年５月分）
2,610

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　千寿鍋ほか18点　買入の実施及び同所要経費の支出について
31,766

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 需用費　消耗品費 第２特養運営用　アクティビティ用生花（６月分）の買入の実施及び同所要経費の支出について
5,400

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 役務費　手数料 平成３１年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）の支出について（４月分）
194,382

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（令和元年５月分）
3,717,986

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入の諸経費の支出について（令和元年５月分）
1,350

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　令和元年度第１回受託研究審査委員会委員報償金（５月分）の支出について
17,340

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院管理運営用　令和元年度第２回受託研究審査委員会委員報償金（６月分）の支出について
17,340

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報償費　報償金 附属病院臨床治験用　被験者負担軽減措置費５月分の支出について（Ｅ２０２７被験者分・介護者分）
70,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［治験用］クリアーブックの買入及び同所要経費の支出について
4,814

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　［２病棟］器械倉庫用遮光カーテンの買入及び同所要経費の支出について
10,800

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 附属病院運営用　２０１９年度医療機器安全基礎講習会（第４１回ＭＥ技術講習会）参加にかかる参加経費の支出について
11,000

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 管理運営用・第２特養運営用・附属病院運営用　千寿鍋ほか18点　買入の実施及び同所要経費の支出について
41,620

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　消耗品費 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　医療情報システム用ＯＡ用品　買入（単価契約）にかかる所要経費の支出について
494,888
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福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
466,864

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院運営用　医薬品（フォシーガ錠５ｍｇ　ほか１点）の買入及び同所要経費の支出について
27,721

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠　１２ｍｇ（ヤンセン））（単価契約）５月分経費の支出について
153,802

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（レミニールＯＤ錠（ヤンセン）ＰＴＰ　８ｍｇ　１４Ｔ×１０）（単価契約）５月分経費の支出について
335,482

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
1,149,054

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
729,999

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）４月分経費の支出について
229,564

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
618,775

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（アリセプトＤ錠５ｍｇ）（単価契約）５月分経費の支出について
896,724

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
123,778

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（ゾシン配合点滴静注用バッグ４．５　１０キット）（単価契約）５月分経費の支出について
152,474

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（セルダインルビー用メンテナンスコントロールＡＯ－３）（単価契約）５月分経費の支出について
141,793

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
1,092,750

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
1,348,954

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医療材料（単価契約）５月分経費の支出について
143,363

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（メマリーＯＤ錠２０ｍｇヒート５６Ｔ）（単価契約）５月分経費の支出について
944,827

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 需用費　医薬材料費 附属病院医療用　医薬品（単価契約）５月分経費の支出について
58,752

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 平成３１年度　大阪市立弘済院医療用衣類等洗濯業務委託（概算契約）の支出について（４月分）
198,067

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 役務費　手数料 附属病院運営用　２０１９年度医療機器安全基礎講習会（第４１回ＭＥ技術講習会）参加にかかる参加経費の支出について
150

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立弘済院附属病院　医療事務業務委託料の支出について（５月分）
3,539,700

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 委託料　委託料 平成30年度　大阪市立弘済院給食業務委託　長期継続（概算契約）に係る所要経費の支出について（令和元年５月分）
3,398,277

福祉局 弘済院管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立弘済院厨房用飛来昆虫捕獲機（捕虫器）長期借入の諸経費の支出について（令和元年５月分）
3,150

福祉局 診療所 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成３１年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（４月分）
17,701

福祉局 診療所 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 診療所業務用平成３１年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施、所要経費の支出について（５月分）
16,308

福祉局 診療所 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 負担金、補助及交付金　会費 診療所業務用平成３１年度医師会費の支出について
136,000

福祉局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金（３階）の支出について（平成31年４月分）
12,040

福祉局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金（１階）の支出について（平成31年４月分）
33,709

福祉局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
1,728

福祉局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 心身障がい者リハビリテーションセンター自動体外除細動器（AED）の借入　長期継続契約にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
1,728

福祉局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金（１階）の支出について（令和元年５月分）
72,994

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　船車修繕料 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和元年５月分）
6,977

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年５月分）
16,154

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年５月分）
1,340

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年５月分）
13,406

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和元年５月分）
82

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用小口支払基金繰入金（令和元年５月分）
4,590

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年５月分）
1,800

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年５月分）
120

福祉局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 リハビリテーションセンター業務用後納郵便料金の支出について（平成31年５月分）
1,025

福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成31年度大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター業務用　流込ゴム印買入（単価契約）に係る所要経費の支出について
12,830

福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用コピー代金（３階）の支出について（令和元年５月分）
17,001

福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成31年度心身障がい者リハビリテーションセンター施設管理用消火器買入れにかかる経費の支出について
14,342

福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 心身障がい者リハビリテーションセンター施設管理用電気料金の支出について（令和元年５月分）
1,142,850

福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター清掃業務委託　長期継続のにかかる所要経費の支出について（令和元年5月分）
405,900

福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（令和元年5月分）
32,458

福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成31年４月分）
7,580

福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度心身障がい者リハビリテーションセンター業務用ＥＴＣ利用通行料金の支出について（平成31年４月分）
6,650
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福祉局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 心身障がい者リハビリテーションセンター等機械警備業務委託　長期継続契約にかかる所要経費の支出について（令和元年5月分）
21,103

福祉局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 平成31年度心身障がい者リハビリテーションセンター施設管理用　庁内情報端末用プリンタートナー買入に係る経費の支出について
57,456

福祉局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 心身障がい者リハビリテーションセンター業務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（令和元年５月分）
5,130

福祉局 相談課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　特別旅費 知的障がい者相談・判定事業用　2019年度自閉症支援入門研修会の参加にかかる経費の支出について
44,180

福祉局 相談課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（愛徳福祉会　あさしお園）（第1四半期分）
2,250,000

福祉局 相談課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度発達障がい児専門療育機関（南西エリア）業務に係る所要経費の支出について（北摂杉の子会　こども発達支援センターａｚ）（第1四半期分）
3,320,000

福祉局 相談課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度発達障がい児専門療育機関業務（北部エリア）に係る所要経費の支出について（児童デイサービスセンターａｎ）（第1四半期分）
3,320,000

福祉局 相談課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度発達障がい児専門療育機関（南東エリア）業務委託に係る所要経費の支出について（スポ協・大阪市更生療育センター分）（第1四半期分）
2,250,000

福祉局 相談課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 大阪市発達障がい者支援センター運営等事業委託料の支出について（第１四半期分）
18,007,166

福祉局 相談課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（オフィスぼん　bonキッズ谷町分）（第12回分）
2,200,000

福祉局 相談課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 平成31年度発達障がい児専門療育機関業務委託に係る所要経費の支出について（オフィスぼん　bonキッズ北堀江分）（第８回目）
2,570,000

建設局 総務課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（平成31年4月分）の支出について
6,490

建設局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　行政手続法追録ほか14点　概算買入経費の支出について（第１回中間）
606,522

建設局 総務課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川関係法令例規集〔質疑応答編〕追録ほか７点　概算買入経費の支出について（第１回中間）
4,836

建設局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務参考用　河川法令便覧追録ほか３点　概算買入経費の支出について（第1回中間）
7,452

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(令和元年5月分(6月請求))
2,761,635

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 大阪市中央卸売市場業務管理棟事務室内等電気使用料の支出について(令和元年5月分(6月請求))
46,241

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　光熱水費 ATC庁舎事務室等光熱水費の支出について(令和元年5月分(6月請求))
6,273

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎事務室等賃料及び共益費の支出について(令和元年7月分(6月請求))
33,462,996

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎洗濯機室賃料及び共益費の支出について(令和元年7月分(6月請求))
75,808

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市中央卸売市場業務管理棟共益費の支出について(令和元年6月分(6月請求))
999,333

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC月極駐車場使用料の支出について(令和元年7月分(6月請求))
302,400

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電設備等賃料の支出について(令和元年7月分(6月請求))
28,640

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　分担金 大阪市中央卸売市場本場衛生組合分担金の支出について(令和元年6月分(6月請求))
6,000

建設局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ATC庁舎自家発電設備等賃料の支出について(令和元年7月分(6月請求))
32,677

建設局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路・公園事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（４月分）
103,480

建設局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路・公園事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（４月分）
540

建設局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　通信運搬費 建設局事務連絡文書等発送用後納郵便料金の支払いについて(5月分)
112,137

建設局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年度５月支出分）
106,916

建設局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市中央卸売市場本場防火防犯交通協力会分担金の支出について(令和元年度分)
8,000

建設局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 会議出席用等市内等出張交通費（平成31年5月分）の支出について
5,172

建設局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 自動車保管場所使用承諾証明書発行手数料の支出について
16,200

建設局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用 酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
2,592

建設局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 安全衛生用 小型移動式クレーン運転技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
10,044

建設局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 小型移動式クレーン運転技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
540

建設局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
648

建設局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 安全衛生用 低圧電気取扱業務特別教育の受講にかかる所要経費の支出について
432

建設局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 低圧電気取扱業務特別教育の受講にかかる所要経費の支出について
32,000

建設局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育の受講ならびに所要経費の支出について
27,408

建設局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 安全衛生用 小型移動式クレーン運転技能講習の受講にかかる所要経費の支出について
154,800

建設局 職員課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 地籍調査事業の工程管理及び検査の手引（平成29年度版）CD付買入にかかる経費の支出について
2,600

建設局 職員課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 賃金　賃金 日雇い労働者にかかる遺族補償年金の支出について（平成31年4月・令和元年5月）
132,250

建設局 経理課 令和元年06月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 庁内情報用　平成31年度ドラム／トナーカートリッジ(1)ほか２点買入(単価契約）買入経費の支出について（4月分）
68,634

建設局 経理課 令和元年06月10日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　デジタル複合機（赤黒ツインカラー対応）にかかるコピー代金の支出について　（４月分）
9,418

建設局 経理課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　４月分　単価契約）
90,574

建設局 経理課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成４月分にかかる経費の支出について
39,118

建設局 経理課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　４月分　単価契約）
125,073
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建設局 経理課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成４月分にかかる経費の支出について
3,567

建設局 経理課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(軽油　４月分　単価契約）
11,645

建設局 経理課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　印刷製本費 設計書等作成用　第２原図製本等資料作成４月分にかかる経費の支出について
195

建設局 経理課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（５月分-①）
13,915

建設局 経理課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（５月分-①）
15,832

建設局 経理課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（５月分-①）
31,250

建設局 経理課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）（４月分）
197,794

建設局 経理課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機にかかるコピー代金の支出について（平成２８年度単価契約）（４月分）
11,131

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（５月分-②）
200

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
295,426

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（５月分-②）
5,659

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
159,305

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金の繰入金の支出について（５月分-②）
53,000

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
4,713

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
16,747

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
212,539

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 事務用　モノクロデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
18,975

建設局 経理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　消耗品費 事務用　カラーデジタル複合機に係るコピー代金の支出について（平成２９年度単価契約）（４月分）
18,207

建設局 経理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　４月分　単価契約）
1,630,620

建設局 経理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　４月分　単価契約）
27,007

建設局 経理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　４月分　単価契約）
845,100

建設局 経理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　４月分　単価契約）
22,799

建設局 経理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　燃料費 車両用燃料費の支出について(揮発油　４月分　単価契約）
12,529

建設局 管理課 令和元年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（道路４月分）の支出について－２
1,242

建設局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（公園５月分）の支出について
2,412

建設局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 適正化担当業務等にかかる市内出張旅費（道路５月分）の支出について
22,063

建設局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 「かたづけ・たい」活動報告はがきに係る郵便料金の支払いについて（5月分）
2,233

建設局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　道路管理システム対応端末機器等（その２）長期借入の支出について
123,412

建設局 管財課 令和元年06月13日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路管理事務用市内出張等交通費（平成31年４月分）の支出について
11,058

建設局 管財課 令和元年06月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理事務用市内出張等交通費（平成31年４月分）の支出について
3,624

建設局 管財課 令和元年06月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路台帳システム用機器一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
15,573

建設局 測量明示課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 測量明示業務用（道路事業）市内出張費等の支出について（平成３１年４月分）
5,160

建設局 測量明示課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　消耗品費 測量業務用アルコール検査機買入経費の支出について
31,752

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
72,399

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量計算ＣＡＤシステム一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
345,924

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 市有不動産測量事務用コンピュータシステム長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
208,440

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
48,384

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量業務用平成３０年度小型普通自動車（建設局）長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
348,948

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　船車賃借料 測量明示業務用平成２６年度小型普通自動車（建設局）‐２長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
132,840

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 測量業務車両駐車用ＡＴＣビル内駐車場使用料の支出について（令和元７月分）
259,200

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
53,128

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量ＣＡＤシステム機器一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
218,885

建設局 測量明示課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 測量事務用測量補機（電子平板）長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
28,890

建設局 測量明示課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 測量業務用地籍調査事業費積算基準書（２０１９年度版）買入経費の支出について
2,700

建設局 測量明示課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 島屋・春日出道路区域線確定測量業務委託の委託料前払金の支出について
1,280,000

建設局 測量明示課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 花川道路区域線確定測量業務委託の委託料前払金の支出について
1,120,000

建設局 道路部調整課 令和元年06月03日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道電気料金の支出について（平成３１年４月使用分）
1,057,442
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建設局 道路部調整課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業に関する予算及び制度要望の申し入れにかかる管外出張旅費の支出について（令和元年5月17日出張分）
29,240

建設局 道路部調整課 令和元年06月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）長堀駐車場等
7,243,762

建設局 道路部調整課 令和元年06月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）桜橋駐車場
1,293,090

建設局 道路部調整課 令和元年06月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）十三駐車場等
2,140,680

建設局 道路部調整課 令和元年06月07日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（４月分）扇町通地下駐車場等
10,563,260

建設局 道路部調整課 令和元年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 負担金、補助及交付金　会費 関西道路研究会　令和元年度会費の支出について
25,000

建設局 道路部調整課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（４月分）の支出について
9,504

建設局 道路部調整課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 大都市道路整備促進協議会幹事会への出席にかかる管外出張旅費の支出について
36,940

建設局 道路部調整課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業等用市内出張交通費の支出について（平成３１年度４月分・道路部調整課）
12,852

建設局 道路部調整課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪駅前地下道（冷房設備用）電気料金の支出について（令和元年５月使用分）
649,635

建設局 道路部調整課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（令和元年５月使用分）
46,615

建設局 道路部調整課 令和元年06月20日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 平成31年度　街路事業説明及び要望申し入れに係る管外出張旅費の支出について
115,860

建設局 道路部調整課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等工業用水道料金の支出について（令和元年６月分）
177,889

建設局 道路部調整課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 淀川連絡線跡遊歩道等下水道使用料の支出について（令和元年５月分）
468,936

建設局 道路部調整課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 大阪環状線及び大阪内環状線等共同溝水道料金の支出について（令和元年５月分）
52,920

建設局 道路部調整課 令和元年06月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）大阪駅前第1ビル地下駐車場等
1,150,275

建設局 道路部調整課 令和元年06月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）ＯＣＡＴ駐車場
81,543

建設局 道路部調整課 令和元年06月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）中央区役所駐車場
159,910

建設局 道路部調整課 令和元年06月26日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費
負担金、補助及交付金　共通回数券精算額分
担金

駐車場共通回数券回収精算額の支出について（５月分）船場パーキング
1,170,484

建設局 道路部調整課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　特別旅費 2019年度研修「道路整備施策」の参加に係る管外出張旅費の支出について
38,084

建設局 道路部調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報償費　報償金 令和元年度道路高架下等駐車場管理運営事業予定者選定会議事前説明にかかる交通費の支出について
1,400

建設局 道路部調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 街路灯等（共同溝）電気料金の支出について（令和元年５月使用分）
1,367,043

建設局 道路部調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 遠方監視装置回線インターネット接続使用料（光回線）の支出について（令和元年５月使用分）
26,244

建設局 道路部調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　不動産賃借料 占用駐車場にかかる臨港道路占用料の支出について
18,406,848

建設局 道路部調整課 令和元年06月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度　大阪駅前ダイヤモンド地下街共同防火・防災管理協議会会費の支出について
180,000

建設局 道路課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路事業用市内等出張交通費の支出について（平成３１年４月分・道路課）
20,437

建設局 道路課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度　市内一円舗装補修に伴う設計業務委託－２の委託料前払金の支出について
2,690,000

建設局 道路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 御堂筋共同溝の監視業務に関する受託契約書（平成31年度）第１回概算金の支出について
4,787,640

建設局 道路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 湊町駅前東西線の維持管理に関する協定書（2019年度）（科目追加）に伴う概算払の支出について（中期分）
50,000,000

建設局 道路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（中央大通）東成電線共同溝設置工事－７（科目追加）の工事費精算金の支出について
2,089,640

建設局 道路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 築港深江線（中央大通）東成電線共同溝設置工事－７の工事費精算金の支出について
26,425,000

建設局 道路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 大広歩道橋外３高欄改良その他工事の工事費精算金の支出について
33,913,440

建設局 道路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 淀川区第１５７５号線舗装補修工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
7,049,760

建設局 道路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 柴島歩道橋外２高欄改良工事の工事費精算金の支出について
34,986,840

建設局 道路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 淀川区第１５７５号線舗装補修工事の工事費精算金の支出について
44,938,440

建設局 橋梁課 令和元年06月20日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 旅費　普通旅費 橋梁事業用市内等出張交通費の支出について（平成３１年４月分・橋梁課）
16,465

建設局 橋梁課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内橋梁補修工事（道路費）の工事費前払金の支出について
7,630,000

建設局 橋梁課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 東部方面管理事務所管内橋梁補修工事（橋梁費）の工事費前払金の支出について
18,710,000

建設局 橋梁課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 工事請負費　改修工事費 千北橋補修工事の工事費中間前払金の支出について
12,550,000

建設局 街路課 令和元年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 工事請負費　新規工事費 阿倍野再開発地区擁壁補強工事の工事費精算金の支出について
1,356,400

建設局 街路課 令和元年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 工事請負費　新規工事費 阿倍野再開発地区擁壁補強工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
321,840

建設局 街路課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 JR東海道線支線等の進捗状況並びに今後の事業展開についての説明にかかる管外出張旅費の支出について
29,230

建設局 街路課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 第51回連続立体交差事業研究会への出席にかかる参加費の支出について
10,000

建設局 街路課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 工事請負費　改修工事費 阿倍野再開発地区舗装修繕その他工事（科目追加）の工事費精算金の支出について
1,042,200

建設局 街路課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 工事請負費　改修工事費 阿倍野再開発地区舗装修繕その他工事の工事費精算金の支出について
6,469,760

建設局 街路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 ＪＲ東海道線支線、阪急連立、ＪＲ片町線・東西線、福町十三線の現状及び課題説明等にかかる管外出張旅費の支出について（令和元年6月7日出張分）
58,920

建設局 街路課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　分担金 「うめきた2期区域」におけるJR東海道線支線地下化事業に関する工事の施行における平成30年度協定書に係る第４回概算金の支出について
950,000,000
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建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所　令和元年５月分電気料金の支出について
253,078

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
18,709

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
3,000

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,560

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（４月分）
17,560

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（４月分）
4,900

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかるガス料金の支出について（2019年5月分）
61,738

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 もと今福出張所　2019年5月分電気料金の支出について
53,048

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 中浜工営所　連絡調整用市内出張等交通費の支出について（令和元年年5月分）
3,184

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（令和1年5月分）
83,030

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 田島工営所にかかる水道料金の支出について（令和1年5月分）
173,363

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
40,626

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,000

建設局
東部方面管理事務所
管理課

令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,300

建設局 田島工営所 令和元年06月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成31年4月分）
7,542

建設局 田島工営所 令和元年06月18日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年４月分）
800

建設局 田島工営所 令和元年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年４月分）
28,603

建設局 田島工営所 令和元年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年４月分）
780

建設局 田島工営所 令和元年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年４月分）
1,600

建設局 田島工営所 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（令和元年5月分）
1,136

建設局 田島工営所 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
57,604

建設局 田島工営所 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,728

建設局 田島工営所 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,500

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内等出張交通費等の支出について（４月分）鶴見緑地公園事務所
9,066

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
7,777

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
22,439

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
630

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園管理用　城北公園事務所電話使用料（４月分）の支出について
8,609

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北公園工業用水道使用料の支出について（６月分）
2,803,166

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　城北菖蒲園下水道使用料の支出について（５月分）
1,304,169

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内等出張交通費等の支出について（５月分）鶴見緑地公園事務所
6,679

建設局 鶴見緑地公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 桜之宮野球場にかかる電気（Ｆ－Ｐｏｗｅｒ）料金の支出について（５月分）
88,056

建設局 真田山公園事務所 令和元年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
20,582

建設局 真田山公園事務所 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道使用料の支出について（令和元年5月分）
623

建設局 真田山公園事務所 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園水道使用料の支出について（令和元年5月分）
1,109

建設局 真田山公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
24,149

建設局 真田山公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（真田山公園野球場　令和元年5月分）
200,170

建設局 真田山公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　真田山公園駐車場及び公園電気使用料の支出について（令和元年5月分）
61,539

建設局 真田山公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（桃谷野球場　令和元年5月分）
80,644

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月06日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
3,200

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
18,181

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,200

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 平成３１年４月分　市内等出張交通費の支出について
360

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　落書き・貼り紙除去剤買入にかかる経費の支出について
89,910

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　除草剤買入にかかる経費の支出について
80,784

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　建物修繕料 庁舎管理用　上之宮出張所空調設備修繕にかかる経費の支出について
95,952

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月14日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　燃料費 船舶燃料用　Ａ重油買入にかかる経費の支出について
163,404
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建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 病気休職者面談に係る管外出張命令について（５月分）
3,010

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 プロパンガス（千本松渡船場外４箇所）上半期買入（単価契約）（４月分）の支出について
28,888

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　ラッカースプレー（１）ほか３点買入にかかる経費の支出について
80,665

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 市岡工営所ほか１か所　電気料金の支出について（５月分）
488,359

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月21日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 東横堀川水門ほか１か所　電気料金の支出について（５月分）
822,517

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 船舶用燃料費の支出について（軽油　５月分　単価契約）
460,015

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　燃料費 プロパンガス（千本松渡船場外４箇所）上半期買入（単価契約）（５月分）の支出について
26,943

建設局
西部方面管理事務所
管理課

令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 道路維持作業用プレートコンパクター修繕（緊急）にかかる経費の支出について
31,668

建設局 市岡工営所 令和元年06月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張交通費の支出について（４月分）
4,279

建設局 市岡工営所 令和元年06月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,400

建設局 市岡工営所 令和元年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
19,244

建設局 市岡工営所 令和元年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,560

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 河川・渡船事業用市内出張交通費（平成３１年４月分）にかかる経費の支出について
1,760

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川・渡船事業用市内出張交通費（平成３１年４月分）にかかる経費の支出について
12,650

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 船舶緊急連絡用携帯電話料金にかかる経費の支出について（５月分）
5,974

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 河川・渡船事業用市内出張交通費（令和元年５月分）にかかる経費の支出について
2,560

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,110

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,792

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川・渡船事業用市内出張交通費（令和元年５月分）にかかる経費の支出について
12,640

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
36,771

建設局 河川・渡船管理事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
800

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
7,295

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
4,000

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月18日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,900

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(大阪城公園事務所　令和元年５月分)
88,756

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(松島公園野球場　令和元年５月分)
140,804

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内出張交通費（５月分）の支出について
10,180

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,082

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について(靭公園【西園】　平成31年4月分・令和元年5月分)
257,681

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　大阪城公園事務所水道使用料の支出について（５月使用分）
222,482

建設局 大阪城公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,200

建設局 八幡屋公園事務所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
16,900

建設局 八幡屋公園事務所 令和元年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
3,016

建設局 八幡屋公園事務所 令和元年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,560

建設局 八幡屋公園事務所 令和元年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
4,850

建設局 八幡屋公園事務所 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金（天下茶屋史跡公園）の支出について（令和元年5月分）　八幡屋公園事務所
332

建設局 八幡屋公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　水道料金（天下茶屋史跡公園）の支出について（令和元年6月分）　八幡屋公園事務所
1,522

建設局 八幡屋公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金(小林公園野球場)の支出について(令和元年5月分)八幡屋公園事務所
95,669

建設局 八幡屋公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金(千島公園)の支出について(令和元年5月分)八幡屋公園事務所
112,660

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 補償、補填及賠償金　賠償金 判決を踏まえた賠償金の支出について（その３６）
1,678

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年４月分）
11,384

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年４月分）
780

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年４月分）
1,500

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（３１年４月分）
3,088

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所水道代（平成３１年３月分）の支出について
7,779

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月11日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 補償、補填及賠償金　賠償金 判決を踏まえた賠償金の支出について（その３７）
2,752

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月18日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車（なにわ８８０あ５８５）修繕に係る経費の支出について
43,740
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建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 道路事業用　軍手買入にかかる経費の支出について
44,647

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 補償、補填及賠償金　賠償金 判決を踏まえた賠償金の支出について（その３８）
1,436

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 車両整備用　自動車（なにわ８８０あ１７３５）修繕にかかる経費の支出について
50,382

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 道路事業用　庁内情報利用パソコン修繕にかかる経費の支出について
35,208

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路通行料の支出について（３１年４月分）
5,940

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
26,886

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　旧南工営所光熱水費の支出について（令和元年５月分電気料金）
69,165

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,600

建設局
南部方面管理事務所
管理課

令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,100

建設局 平野工営所 令和元年06月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費（平成３１年４月分）の支出について
3,526

建設局 平野工営所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,600

建設局 平野工営所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
780

建設局 平野工営所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
18,287

建設局 平野工営所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
34,086

建設局 平野工営所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,760

建設局 平野工営所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,550

建設局 平野工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
800

建設局 平野工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
41,403

建設局 平野工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,380

建設局 平野工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,200

建設局 長居公園事務所 令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（南港東公園　平成31年5月分）
4,677

建設局 長居公園事務所 令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　水道料金の支出について（南港東公園　平成31年5月分）
2,302

建設局 長居公園事務所 令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　水道料金の支出について（東住吉区東田辺1-11-3　東田辺さくら公園　平成31年5月分）
1,533

建設局 長居公園事務所 令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気料金の支出について（南港東公園　平成31年4月分）
4,687

建設局 長居公園事務所 令和元年06月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　水道料金の支出について（南港東公園　令和１年6月分）
2,985

建設局 長居公園事務所 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　浅香中央公園の電気使用料の支出について（令和元年5月分）
143,776

建設局 長居公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
9,479

建設局 長居公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　水道料金の支出について（東住吉区東田辺1-11-3　東田辺さくら公園　令和1年6月分）
1,544

建設局 長居公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
12,380

建設局 長居公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 公園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
4,740

建設局
北部方面管理事務所
管理課

令和元年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　十三工営所電気料金（4月分）にかかる経費の支出について
194,004

建設局
北部方面管理事務所
管理課

令和元年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　野田工営所電気料金（4月分）にかかる経費の支出について
284,817

建設局
北部方面管理事務所
管理課

令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 現場作業用　ガードフェンス買入にかかる経費の支出について
27,864

建設局 野田工営所 令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
30,101

建設局 野田工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用等市内出張交通費の支出について（４・５月分）
16,288

建設局 野田工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
17,424

建設局 野田工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
25,326

建設局 野田工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
690

建設局 野田工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
300

建設局 十三工営所 令和元年06月06日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
4,000

建設局 十三工営所 令和元年06月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
16,694

建設局 十三工営所 令和元年06月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,200

建設局 十三工営所 令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 道路調整用等市内出張交通費の支出について（４月分）
13,924

建設局 十三工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
800

建設局 十三工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
45,453

建設局 十三工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,252

建設局 十三工営所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
600
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建設局 扇町公園事務所 令和元年06月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　正蓮寺川公園の水道使用料の支出について（５月分）
2,131

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
10,782

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　扇町公園施設（高圧）の電気使用料の支出について（４月分）
169,861

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　扇町公園事務所（高圧）の電気使用料の支出について（４月分）
132,745

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園（高圧）の電気使用料の支出について（４月分）
77,851

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　福島浜緑道樹木用の電気使用料の支出について（５月分）
12,117

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　福島浜緑道の電気使用料の支出について（５月分）
10,130

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　南天満公園の電気使用料の支出について（５月分）
106,550

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　正蓮寺川公園の公園灯及び雨水排水ポンプ設備の電気使用料の支出について（５月分）
26,526

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園（バラの小径）の水道使用料の支出について（６月分）
15,184

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園の水道使用料の支出について（６月分）
1,789

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,379

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　中之島公園の水道使用料の支出について（平成31年3・4月分）
3,697

建設局 扇町公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
400

建設局 十三公園事務所 令和元年06月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
20,061

建設局 十三公園事務所 令和元年06月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
630

建設局 十三公園事務所 令和元年06月11日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　矢倉緑地公園　上水使用料の支出について（４月分）
14,976

建設局 十三公園事務所 令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 中島庭球場１（過年度分）における還付について
1,600

建設局 十三公園事務所 令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　十三公園電気使用料の支出について（５月分）
163,018

建設局 十三公園事務所 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園管理用　市内出張交通費の支出について(５月分)
9,835

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
4,104

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,700

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　備品修繕料 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
19,440

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月13日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園用　小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
4,980

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　2019年行政施策講習会～持続可能な社会の実現に向けて～参加に伴う出張及び旅費の支出について
29,160

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　会費 公園事業用　2019年度行政施策講習会の参加費の支出について
21,600

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　印刷製本費 公園事業用　城北菖蒲園パンフレット　印刷経費の支出について
76,982

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 庁舎管理用　平成２７年度　庁内情報利用カラープリンタ一式長期借入経費の支出について（５月分）
19,440

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
116,318

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費（長居公園事務所ほか1か所５月分）の支出について
6,264

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園維持管理用　自動体外式除細動器（ＡＥＤ）長期借入経費（天王寺動物公園事務所ほか5か所分　５月分）の支出について
25,833

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 公園用　ＥＴＣ利用高速道路通行料（５月分）の支出について
2,720

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公園緑化事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
52,554

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成31年度大阪城公園事務所管内産業廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（第１回）
1,105,920

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　大都市都市公園機能実態共同調査実行委員会幹事会（第4回）への出席に伴う出張旅費の支出について
28,500

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　手数料 放棄車両のリサイクルにかかる自動車リサイクル料金の支払いについて（巽公園予定地）
3,490

建設局 公園緑化部調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３１年度毛馬桜之宮公園内花見ごみ清掃業務委託（概算契約）の支出について（確定）
5,845,727

建設局 公園課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園事業用　平成31年度北部方面管理事務所管内公園改修工事に伴う設計業務委託の委託費の前払いについて
1,060,000

建設局 公園課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 負担金、補助及交付金　分担金 公園事業用　令和元年度建設発生土受入に関する業務の分担金の支出について（第1回目）
316,250

建設局 公園課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　分担金 公園事業用　令和元年度建設発生土受入に関する業務の分担金の支出について（第1回目）
25,000

建設局 緑化課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 公園事業用　平成30年台風21号による樹木被害調査にかかる打合せに伴う出張及び旅費の支出について
1,860

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　平成31年度ウッドチップ概算買入にかかる経費の支出について（概算買入）（4月分）
64,800

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　タブレット端末の調達及びデータ通信サービス契約にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
2,250

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　タブレット端末の調達及びデータ通信サービス契約にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
10,922

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　顕微鏡および顕微鏡デジタルカメラセット長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
23,868

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
2,322

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月04日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　自動血球計数装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
2,473
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建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月06日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 動物園管理用　平成31年度天王寺動物園内臨床検査業務委託(概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
116,694

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　パンの耳上半期概算買入経費の支出について（４月分）
13,834

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　リンゴほか17点上半期概算買入経費の支出について（４月分）
353,246

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　超音波画像診断装置長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
63,072

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　人工呼吸器および吸入麻酔器・気化器一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
39,420

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用保育器長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
27,540

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用手術台長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
27,378

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　診断用Ｘ線高電圧装置（天井走行式）長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
205,092

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
64,800

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月10日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　白菜ほか16点上半期概算買入経費の支出について（４月分）
1,180,634

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　動物輸送業務（シシオザル）その２にかかる経費の支出について
297,000

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　動物輸送業務委託（ブラッザグエノン）にかかる経費の支出について
270,000

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月12日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　動物輸送業務委託（コウノトリ）にかかる経費の支出について
253,800

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月13日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　ミールワームほか３点上半期概算買入経費の支出について（４月分）
84,294

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 動物園管理用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
37,118

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用ヘルメット　買入にかかる経費の支出について
56,246

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 原材料費　工事材料費 動物園管理用普通ポルトランドセメントほか１点　買入にかかる経費の支出について
101,250

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　其他委員等旅費
天王寺動物園整備事業用　ユーカリ栽培委託　鹿児島県圃場の管理・監督、ユーカリ生育実態調査、栽培管理指導にかかる管外出張について（非常勤嘱託職
員） 56,180

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 天王寺動物園整備事業用　ユーカリ栽培委託　鹿児島県圃場の管理・監督、ユーカリ生育実態調査、栽培管理指導にかかる管外出張について（飼育員）
56,180

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用トイレットペーパー（その4）買入にかかる経費の支出について
336,960

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　船車賃借料
天王寺動物園飼育管理運営用　ユーカリ栽培委託　鹿児島県圃場の管理・監督、ユーカリ生育実態調査、栽培管理指導にかかるレンタカー借り上げ及び同経費
の支出について 15,714

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月18日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　普通旅費 天王寺動物園飼育管理運営用　2019年度公益社団法人日本動物園水族館協会通常総会出席にかかる管外出張について
20,010

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月20日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公園管理用　電気（電力自由化分）料金（令和元年５月分）の支出について
303,201

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月20日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　平成31年度ウッドチップ概算買入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
103,680

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月20日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　顕微鏡および顕微鏡デジタルカメラセット長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
23,868

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月21日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　青草ほか３点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
1,240,677

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月21日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　牛レバーほか５点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
1,116,784

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月21日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 負担金、補助及交付金　会費 動物園管理用　第１４回国際環境エンリッチメント会議の出席にかかる会費の支出について
33,000

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　干草チモシーほか３点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
225,235

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　冷凍マウスほか４点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
255,960

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　活マウスほか１点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
30,996

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　鳥用ペレットほか12点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
208,440

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　パンの耳上半期概算買入経費の支出について（５月分）
12,648

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　ミールワームほか３点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
96,606

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　リーフイーター用ペレットほか３点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
52,380

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　肝油上半期概算買入経費の支出について（５月分）
17,280

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける通信サービス料金（令和元年５月分）の支出について
5,130

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　タブレット端末の調達及びデータ通信サービス契約にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
2,250

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 動物園管理用　天王寺動物園の井河水の使用水量に係る下水道使用料の支出について（令和元年５月分）
3,301,281

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　シシャモほか５点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
12,150

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　機能性飼料ほか１点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
33,750

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　タブレット端末の調達及びデータ通信サービス契約にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
10,922

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　自動血球計数装置借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
2,473

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物園・慶沢園　出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第14回中間払い）
568,363

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第14回中間払い）
1,414,698

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物園・慶沢園　出改札及び来園者案内等業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第14回中間払い）
5,471,588

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 委託料　委託料 公園・動物園管理用　天王寺動物公園内警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（第14回中間払い）
2,657,834
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建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　消耗品費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
25,176

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　ミミズ上半期概算買入経費の支出について（５月分）
77,220

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　オキアミ上半期概算買入経費の支出について（５月分）
216,000

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　白菜ほか16点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
1,154,325

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　ドジョウ上半期概算買入経費の支出について（５月分）
266,230

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　愛玩家禽用配合飼料ほか４点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
60,733

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　アジ上半期概算買入経費の支出について（５月分）
684,028

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,161

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　コイほか２点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
160,866

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　医薬材料費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,780

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 役務費　通信運搬費 動物園管理用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,663

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　超低温冷凍庫（ディープフリーザー）借入（再リース）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
2,322

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　リンゴほか17点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
375,769

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　飼料費 動物園管理用　大型インコ用ペレットほか２点上半期概算買入経費の支出について（５月分）
4,460

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用手術台長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
27,378

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　診断用Ｘ線高電圧装置（天井走行式）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
205,092

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　超音波画像診断装置長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
63,072

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　動物用保育器長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
27,540

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　血液分析装置長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
64,800

建設局
天王寺動物公園事務
所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 使用料及賃借料　使用料 動物園管理用　人工呼吸器および吸入麻酔器・気化器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
39,420

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
32,702

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
1,547

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
11,543

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
780

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
780

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用屋外用水性塗料買入にかかる経費の支出について
12,528

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 臨港方面管理用屋外用水性塗料買入にかかる経費の支出について
12,528

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（2019年４・５月分）
2,013

建設局
臨港方面事務所管理
課

令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 臨港方面管理用市内等出張交通費の支出について（2019年４・５月分）
1,066

建設局 企画課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打ち合わせ用等市内出張交通費（近接地を含む）４月分の支出について
6,997

建設局 企画課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　特別旅費 ロシア連邦サンクト・ペテルブルグ市との姉妹ストリート協定締結に向けた事前協議にかかる海外出張旅費の支出について（追給）
51,440

建設局 企画課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 マチミチ会議特別編　ジャネット・サディク＝カーン氏来日記念講演会及びトークセッションの出席にかかる管外出張について
58,520

建設局 企画課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 負担金、補助及交付金　会費 第154回大都市土木協議会にかかる会費の支出について
8,000

建設局 企画課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　筆耕翻訳料 ロシア連邦サンクト・ペテルブルグ市との姉妹ストリート協定締結に向けた事前協議にかかる海外出張経費の支出について（通訳料）
115,209

建設局 企画課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打ち合わせ用等市内出張交通費（近接地を含む）５月分の支出について
23,855

建設局 方面調整課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 平野駅外２自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
11,927,040

建設局 方面調整課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 自転車保管所管理運営業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
22,082,800

建設局 方面調整課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　新規工事費 西中島南方駅外２自転車駐車場舗装その他工事の精算払いについて
7,548,640

建設局 方面調整課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 打合せ等用市内出張交通費の支出について（５月分）
8,490

建設局 方面調整課 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 放置自転車管理システム機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
389,988

建設局 方面調整課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 方面調整課（自転車施策担当）事務に係る市内等出張交通費の支出について（５月分）
23,772

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 自転車対策事務にかかる市内等出張交通費（近接地を含む）の支出について（５月分）
35,915

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 自転車保管所管理運営業務委託における自転車等返還通知書用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
233,802

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－３にかかる経費の支出について（５月分）
1,458,000

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－４にかかる経費の支出について（５月分）
1,004,400

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－１０にかかる経費の支出について（５月分）
3,358,800

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－１１にかかる経費の支出について（令和元年5月）
2,170,800
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建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－９にかかる経費の支出について（５月分）
2,451,600

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－５にかかる経費の支出について（５月分）
788,400

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－６にかかる経費の支出について（５月分）
1,922,400

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－７にかかる経費の支出について（５月分）
680,400

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－８にかかる経費の支出について（５月分）
2,451,600

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－１にかかる経費の支出について（５月分）
2,883,600

建設局 方面調整課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 平成31年度放置自転車等運搬業務委託－２にかかる経費の支出について（５月分）
1,620,000

建設局 工務課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 工事請負費　改修工事費 南部方面管内外１道路照明灯等道路公園付属設備補修工事（緊急）(道路)の工事精算金の支出について
6,168,960

建設局 工務課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　損害保険料 平成31年度公園管理用車両継続検査(車検)にかかる自賠責保険料および重量税代の支出について(塵芥車：なにわ８００さ９０６号車)
17,720

建設局 工務課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 工事請負費　改修工事費 南部方面管内外1道路照明灯等道路公園付属設備補修工事（緊急）(公園)の工事精算金の支出について
1,016,280

建設局 工務課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 公課費　公課費 平成31年度公園管理用車両継続検査(車検)にかかる自賠責保険料および重量税代の支出について(塵芥車：なにわ８００さ９０６号車)
44,100

建設局 工務課 令和元年06月06日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　損害保険料 自動車損害賠償責任保険継続加入に伴う保険料の支出について（6月更新分：原付9台）
111,060

建設局 工務課 令和元年06月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　なにわ８００さ４０５９号車・定期点検整備（継続検査）および定期自主検査整備経費の支出について
98,820

建設局 工務課 令和元年06月06日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　塵芥車（なにわ８００さ４０５９）修繕経費の支出について
48,859

建設局 工務課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 花卉事業用　コリウス　ほか７点（大阪城）買入経費の支出について
129,600

建設局 工務課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３１年度　松島公園野球場外９ナイター設備点検業務委託の精算金の支出について
851,040

建設局 工務課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 平成３１年度　桜之宮公園野球場外８ナイター設備点検業務委託の精算金の支出について
640,440

建設局 工務課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 負担金、補助及交付金　負担金 既設道路照明灯離隔改修費用（概算金）の支出について（関西電力㈱大阪南電力本部）
107,445

建設局 工務課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　普通旅費 令和元年度近畿地方ブロック土木部長会議の出席にかかる管外出張について（5/29分）
3,880

建設局 工務課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 報償費　報償金 「建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会」（5月13日開催）の同経費の支出について
16,500

建設局 工務課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 「建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会」の有識者への事前説明にかかる管外出張旅費の支出について（5/9分）
3,740

建設局 工務課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（４月分）の支出について
40,411

建設局 工務課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
234,106

建設局 工務課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 北部方面管理事務所管内外１で使用するＬＥＤ道路照明灯一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
116,316

建設局 工務課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内出張・近距離管外出張旅費（４月分）の支出について
8,972

建設局 工務課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　損害保険料 平成31年度公園管理用特殊車両にかかる自動車損害賠償責任保険継続加入に伴う保険料の支出について(7月加入：7台分)
74,830

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（市岡工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
713,720

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（住之江工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
341,668

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（十三工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
680,400

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（平野工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
755,896

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（海老江工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
955,800

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（津守工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
726,652

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（田島工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
507,124

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 ＬＥＤ道路照明灯（中浜工営所管内）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年度５月分）
804,600

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
162,198

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
162,198

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
54,066

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
54,066

建設局 工務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 工事積算システム用コンピュータ機器（2017年度）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
54,066

建設局 工務課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末用データ通信回線料金の支出について（5月分）
15,984

建設局 工務課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　消耗品費 公園維持管理用　低食塩次亜塩素酸ナトリウム（上半期分）概算買入経費の支出について（第2回分納）
9,720

建設局 工務課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　船車修繕料 公園維持管理用　ホイルローダー（大阪市北き２９６４）修繕（緊急）経費の支出について
63,828

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（5月分）
883,876

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（5月分）
10,775

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）（２）一式長期借入の支出について（5月分）
261,690

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（5月分）
48,913

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（5月分）
79,788
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建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　船車賃借料 第１５４回 大都市土木協議会及び東北震災復興事業に関する視察にかかるレンタカー借上げ費の支出について
11,660

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 タブレット端末用クラウドサービス料金の支出について（5月分）
3,888

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料(5月分)の支出について
77,355

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（5月分）
192,679

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入の支出について（5月分）
1,822,466

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（5月分）
1,628,415

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（5月分）
59,783

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入の支出について（5月分）
7,184

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）一式長期借入経費の支出について（5月分）
388,660

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 建設局情報ネットワーク機器等一式長期借入の支出について（5月分）
230,435

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（建設局）（２）一式長期借入の支出について（5月分）
647,247

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 使用料及賃借料　使用料 モバイル端末管理サービス利用料の支出について
11,404

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 負担金、補助及交付金　負担金 既設道路照明灯離隔改修費用（概算金）の支出について（関西電力(株)　大阪北電力本部）
46,404

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度建設発生土受入に関する業務の分担金の支出について（第１回目）
568,500

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入の支出について（5月分）
437,392

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供回線使用料(公園事務所分)の支出について(5月分)
35,910

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入の支出について（5月分）
291,595

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 工事請負費　新規工事費 豊里矢田線（北田辺）道路照明灯設置工事の工事精算金の支出について
10,952,800

建設局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 道路橋梁総合管理システム用コンピュータ機器（2016年度）一式長期借入の支出について（5月分）
255,145

建設局 河川課 令和元年06月03日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 十三間川防護柵補修その他工事－３の工事費精算金の支出について
7,448,400

建設局 河川課 令和元年06月03日 一般会計 土木費 河川費 河川費 工事請負費　改修工事費 十三間川防護柵補修その他工事－３（科目追加）の工事費精算金の支出について
644,760

建設局 河川課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 河川事業用　市内及び近接地出張旅費の支出について（４月分）
7,000

建設局 河川課 令和元年06月11日 一般会計 土木費 河川費 河川費 旅費　普通旅費 令和元年度春季治水系ブロック長会議に係る出張旅費の支出について
3,880

建設局 河川課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用インターネット接続プロバイダ使用料の支出について（５月分）
1,706

建設局 河川課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川遊歩道監視カメラ用通信料金の支出について（５月分）
5,364

建設局 河川課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 親水河川滅菌用　ダイヤフラム定量ポンプ用消耗部品セット(a)ほか5点買入に伴う経費の支出について
106,369

建設局 河川課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門遠方操作用専用線料金の支出について（５月分）
26,784

建設局 河川課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・東横堀川水門専用線料金の支出について（５月分）
72,576

建設局 河川課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 加美巽川排水機場１階専用線料金の支出について（５月分）
24,192

建設局 河川課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 河川水門遠方監視用専用線料金の支出について（５月分）
793,800

建設局 河川課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 寝屋川分流水門用電話料金の支出について（５月分）
2,702

建設局 河川課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 道頓堀川水門・城北運河寝屋川口水門・東横堀川水門遠隔操作専用線料金の支出について（５月分）
181,440

建設局 設計課 令和元年06月03日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線２期事業に関する事業説明及び意見交換等にかかる管外出張旅費の支出について
58,920

建設局 設計課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支出について（平成31年４月分・淀川左岸線2期建設事務所設計課）
46,809

建設局 設計課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線２期事業に関する事業説明及び意見交換等にかかる管外出張旅費の支出について
57,640

建設局 設計課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 委託料　委託料 大阪市道福島桜島線及び大阪市道高速道路淀川左岸線ユニバーサルシティ出路の管理に関する負担金協定（２０１９年度）にかかる概算金の支出について
639,600

建設局 設計課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 淀川左岸線２期事業説明及び意見交換等にかかる管外出張旅費の支出について
28,840

建設局 設計課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
500

建設局 設計課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
400

建設局 建設課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支出について（平成31年４月分・淀川左岸線2期建設事務所建設課）
7,980

建設局 建設課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 街路事業用市内等出張交通費の支出について（平成31年５月分・淀川左岸線2期建設事務所建設課）
3,060

建設局
臨海地域事業調整担
当

令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 臨海地域事業等用　市内等出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
5,140

港湾局 管財課 令和元年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 管財課事務用　市内出張費（令和元年度４月分）にかかる経費の支出について
11,746

港湾局 管財課 令和元年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 市有地管理用　管外出張（明石市）にかかる旅費の支出について
3,920

港湾局 管財課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 管財課事務用　請第１３１２号業務用軽四輪貨物自動車長期借入(その２)にかかる経費の支出について（5月分）
21,168

港湾局 管財課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 業務用　軽四輪貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
18,792

港湾局 管財課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 管財課業務用測量業務システム（用地整理）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
27,263
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港湾局 管財課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 管財課業務用測量業務システム（用地整理）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
75,337

港湾局 管財課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 業務用小型貨物自動車長期借入（その４）にかかる経費の支出について（5月分）
47,196

港湾局 管財課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 管財課事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
11,082

港湾局 管財課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 桜島運動広場維持管理用電気料金にかかる経費の支出について（５月分）（管財－２２）
9,879

港湾局 開発調整課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用近接地出張交通費（４月分）の支出について
4,968

港湾局 計画課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　港湾計画策定にかかるロッテルダム港意見交換会（国土交通省）への出張経費の支出について(2019/6/17）
28,840

港湾局 計画課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　夢洲の整備協議にかかる国土交通省への出張経費の支出ついて(2019/5/23）
87,720

港湾局 計画課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　公益社団法人日本港湾協会　第92回定期総会への出席にかかる出張経費の支出について(2019/5/22新潟県）
26,320

港湾局 計画課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　夢洲の整備協議にかかる国土交通省への出張経費の支出について(2019/5/23）
29,240

港湾局 計画課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　夢洲の整備協議にかかる国土交通省への出張経費の支出について(2019/5/30）
116,960

港湾局 計画課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 港湾調査用　港湾統計調査データ出力システム用機器長期借入使用料（５月分）の支出について
34,506

港湾局 計画課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港湾調査用　港湾統計データ出力システムの運用保守業務委託　長期継続に係る経費（５月分）の支出について
71,280

港湾局 計画課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 ＮＡＣＣＳ（港湾統計作成用データ授受機能）利用に係る経費（５月分）の支出について
47,196

港湾局 計画課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 港湾長期計画用　国際港湾協会総会への参加費の支払にかかる振込手数料の支出について
540

港湾局 計画課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 港湾長期計画用　海外出張（広州）への出張旅費の支払にかかる振込手数料の支出について
1,080

港湾局 計画課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　近接地及び市内出張交通費の支出について(平成31年４月～令和元年５月分)
1,560

港湾局 計画課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 計画課業務用　夢洲の整備協議にかかる国土交通省への出張について(2019/6/12）
57,680

港湾局 振興課 令和元年06月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和元年5月請求分　第3突堤トイレ）
297

港湾局 振興課 令和元年06月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和元年5月請求分　第3突堤トイレ）
480

港湾局 振興課 令和元年06月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 タクシー待機場維持管理用　水道料金の支出について（令和元年5月請求分）
918

港湾局 振興課 令和元年06月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 タクシー待機場維持管理用　水道料金の支出について（令和元年5月請求分）
594

港湾局 振興課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 戦略港湾担当業務用 「２０１９年度　阪神港の集貨事業説明会」の開催に伴う東京への出張について（振－５）
87,220

港湾局 振興課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和元年６月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
2,853

港湾局 振興課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和元年６月請求分　南港南ふ頭・南港中ふ頭・南港コンテナふ頭トイレ）
4,606

港湾局 振興課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 クルーズ客船の誘致・受入業務用　カラー放水用色粉の買入および支出について
319,636

港湾局 振興課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　電気料金の支出について（令和元年6月請求分　港湾労働者用トイレ5か所分）
13,510

港湾局 振興課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和元年６月請求分　大正第１突堤トイレ）
428

港湾局 振興課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 港湾労働者福祉対策用　水道料金の支出について（令和元年６月請求分　大正第１突堤トイレ）
723

港湾局 振興課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 タクシー待機場維持管理用　電気料金の支出について（令和元年5月請求分）
7,122

港湾局 工務課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　近接地出張旅費（平成31年4月）の支出について
3,890

港湾局 工務課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 会計検査用　会計実地検査連絡調整用出張旅費の支出について
28,580

港湾局 工務課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　港湾業務情報システムネットワーク回線使用料の支出について（４月分）
247,914

港湾局 工務課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 会計検査用　会計実地検査に伴う会場使用料の支出について
1,620

港湾局 工務課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内等出張に伴う交通費（５月分）の支出について
8,999

港湾局 工務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　図書購入費 設計積算用　港湾関係災害事務必携の買入にかかる経費の支出について
3,600

港湾局 工務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　請第3716号　港湾業務情報システム用パソコン等機器一式 長期借入（5月分）に係る同経費の支出について
268,920

港湾局 保全監理課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 30-5626号　大正区鶴町1丁目(E-11)堤防工事(その6)で使用する鋼管矢板(重防食)の工場製品検査立会に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
20,280

港湾局 保全監理課 令和元年06月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 30-5629号　港区弁天6丁目(A-4)堤防工事で使用する鋼管矢板の工場製品検査立会に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
58,640

港湾局 保全監理課 令和元年06月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 30-5616号　港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その14）で使用する材料の室内配合試験立会に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
57,800

港湾局 保全監理課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 保全監理課（港湾工事）用　市内出張旅費の支出について（４月分）
1,740

港湾局 保全監理課 令和元年06月11日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 保全監理課（設計）用　市内出張旅費の支出について（４月分）
320

港湾局 保全監理課 令和元年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾工事郵送用切手の買入にかかる経費の支出について
1,670

港湾局 保全監理課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 高速道路通行料の支出について【工事車両用】（H31.4月使用分）
1,670

港湾局 保全監理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　新規工事費 堤防補強用　平成29年度請第5619号　港区天保山運河東岸堤防工事（その１１）にかかる完成金払いの支出について（契約管理番号2017032563の繰越分）
83,735,111

港湾局 保全監理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 堤防補強用　平成29年度請第5619号　港区天保山運河東岸堤防工事（その１１）にかかる完成金払いの支出について（契約管理番号2017032563の繰越分）
50,889

港湾局 保全監理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 30-5616号　港区尻無川右岸（水門上流）堤防工事（その14）で使用する鋼矢板の工場製品検査立会に係る出張旅費の支出について（請負工事監督業務用）
25,400

港湾局 施設管理課 令和元年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　電力調達契約に係る電気料金（４月分）の支出について
73,789
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港湾局 施設管理課 令和元年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成31年度分 大阪港咲洲トンネル全日無料に伴う通行回数券払戻しに関する支出事務委託経費（6月分）の支出について トンネル維持管理用
50,000

港湾局 施設管理課 令和元年06月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 港湾業務情報システム用　インクカートリッジの買入（道路管理システム用）
27,614

港湾局 施設管理課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　損害保険料 平成31年度　施第9696号　道路賠償責任保険の加入について
63,700

港湾局 施設管理課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　アスファルト混合物の買入に係る経費の支出について（平成31年４月分）
106,650

港湾局 施設管理課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営工事施工用　軽油の買入にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
67,497

港湾局 施設管理課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理課普通特種自動車追加修繕にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
30,078

港湾局 施設管理課 令和元年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 緑地維持管理用　「はい作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について
3,132

港湾局 施設管理課 令和元年06月10日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 緑地維持管理用　「はい作業主任者技能講習」受講にかかる経費の支出について
21,600

港湾局 施設管理課 令和元年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（臨時電灯）（５月分）の支出について
1,944

港湾局 施設管理課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　コスモスクエア海浜緑地等電気料金（５月分）の支出について
565,080

港湾局 施設管理課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設（その２）電気料金（平成31年5月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
1,104,575

港湾局 施設管理課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 野鳥園臨港緑地用　電気代の支出について（５月分）
40,212

港湾局 施設管理課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 咲洲ペデストリアンデッキ電気料金（平成31年5月請求分）の支出について【ペデストリアンデッキ・歩道橋等維持管理用】
765,226

港湾局 施設管理課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　ポートタウン緑地等電気料金（５月分）の支出について
745,027

港湾局 施設管理課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　分担金
平成31年度　施第9606号　此花大橋と大阪府道高速湾岸線の北港ポンプ設備等の管理に関する協定に基づく費用分担金の支出について（概算払1/2）臨港道
路維持管理用 1,100,000

港湾局 施設管理課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 施設管理課業務用　製本テープ買入にかかる経費の支出について
18,468

港湾局 施設管理課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 施設管理課業務用　近接地出張旅費の支出について（平成３１年４月分及び令和元年５月分）
754

港湾局 施設管理課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営工事施工用（直９０１－１）　ポリウレタン系シーリング材ほか２点の買入にかかる経費の支出について
301,320

港湾局 施設管理課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 事務所等管理用　ＬＰガス使用料の支出について（令和元年５月分）
157,418

港湾局 施設管理課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　船車修繕料 施設管理課普通特種自動車追加修繕（その２）にかかる経費の支出について（自動車等修繕用）
105,354

港湾局 施設管理課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 請第９６１８号　軽貨物自動車長期継続借入（その２）に係る経費の支出について（5月分）臨港道路維持管理用
47,844

港湾局 施設管理課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 緑地維持管理用　請６３１６号　港湾局緑地管理用　職員輸送車　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月使用分）
38,124

港湾局 施設管理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（５月分）の支出について
38,593

港湾局 施設管理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・緑道等下水道料金（５月分）の支出について
71,739

港湾局 施設管理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（令和元年5月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
791

港湾局 施設管理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設上下水道料金（令和元年5月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
2,268

港湾局 施設管理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（５月分）の支出について
1,217,059

港湾局 施設管理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（５月分）の支出について
39,397

港湾局 施設管理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　緑地・緑道等上下水道料金（５月分）の支出について
20,053

港湾局 施設管理課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 施設管理課業務用　近接地出張旅費の支出について（平成３１年４月分及び令和元年５月分）
920

港湾局 施設管理課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 緑地維持管理用　タブレット端末使用料にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,890

港湾局 施設管理課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 請第９０００号　平成３１年度港湾局第二突堤基地庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（事務所等管理用）
196,877

港湾局 施設管理課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 施設管理課業務用　近接地出張旅費の支出について（平成３１年４月分及び令和元年５月分）
1,980

港湾局 施設管理課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　船車賃借料 直営工事施工用　建設機械借入（車両関係）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
194,292

港湾局 施設管理課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　アスファルト混合物の買入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
275,670

港湾局 施設管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（５月分）の支出について
953,766

港湾局 施設管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 道路施設（その１）電気料金（令和元年5月請求分）の支出について【臨港道路維持管理用】
7,367,119

港湾局 施設管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　舞洲緑地・新夕陽ケ丘、在来緑地等電気料金（５月分）の支出について
44,288

港湾局 施設管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 緑地維持管理用　電力調達契約に係る電気料金（５月分）の支出について
69,115

港湾局 施設管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 電力調達契約に係る電気料金（5月分）の支出について【夢舞大橋維持管理用】
313,969

港湾局 施設管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料
「大阪港咲洲トンネルにおける鉄軌道敷の耐火防護板補修に関する覚書」に基づく費用受け払い契約書（平成31年度）にかかる経費の支出について　　トンネル
補修用 92,400,000

港湾局 施設管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 請第９６３３号　道路管理システム用パソコン等機器一式長期借入の支出について（５月分）
5,616

港湾局 施設管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営工事施工用　再生クラッシャランほか５点の買入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
91,260

港湾局 海務課 令和元年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用（高圧）電気料金（平成３１年４月分）の支出について
46,728

港湾局 海務課 令和元年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成31年4月分）の支出について　管－４
7,691

港湾局 海務課 令和元年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（平成31年4月分）の支出について　管－５
392

港湾局 海務課 令和元年06月03日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（４月分）の支出について
1,494,656
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港湾局 海務課 令和元年06月04日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 施設管理業務用　常吉ポンプ場電気料金（平成３１年４月分）の支出について
40,198

港湾局 海務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 給水事業用　電気料金の支出について（２突定係場　４月分）
6,781

港湾局 海務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　会費 道路交通法による安全運転管理者講習受講料の支出について（令和元年6月10日受講分）
23

港湾局 海務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
27,475

港湾局 海務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
261,014

港湾局 海務課 令和元年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　ビデオカメラほか２点買入にかかる経費の支出について
15,768

港湾局 海務課 令和元年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　船舶動静・使用料管理・運航調整システムネットワーク回線使用料の支出について（平成31年4月分）
86,400

港湾局 海務課 令和元年06月12日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 備品購入費　機械器具費 直営業務用　ビデオカメラほか２点買入にかかる経費の支出について
55,080

港湾局 海務課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営業務用　アルコール検知器ほか１点買入にかかる経費の支出について
10,670

港湾局 海務課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営業務用　巻尺ほか２点買入にかかる経費の支出について
31,536

港湾局 海務課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　巻尺ほか２点買入にかかる経費の支出について
16,200

港湾局 海務課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　アルコール検知器ほか１点買入にかかる経費の支出について
9,126

港湾局 海務課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　海務課（防災保安）ホイールの買入にかかる経費の支出について
24,192

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 渡船事業用　プロパンガス使用料の支出について（５月分）
8,344

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和元年5月分）の支出について　管－１
24,515

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和元年5月分）の支出について　管－６
5,069

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 保安対策用　請第9681号　平成31年度　港区・此花区・大正区重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（４月分）
594,000

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　油性シリコン塗料ほか１点買入にかかる経費の支出について
17,604

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　油性シリコン塗料ほか１点買入にかかる経費の支出について
11,880

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　印刷製本費
施設管理業務用　平成31年度海務課（防災保安）刈払機取扱作業者安全衛生教育受講にともなう証明写真の撮影および受講票印字用はがきの購入にかかる
経費の支出について 800

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾業務情報システム用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
23,220

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費
施設管理業務用　平成31年度海務課（防災保安）刈払機取扱作業者安全衛生教育受講にともなう証明写真の撮影および受講票印字用はがきの購入にかかる
経費の支出について 62

港湾局 海務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 保安対策用　請第9681号　平成31年度　港区・此花区・大正区重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（４月分）
6,016,140

港湾局 海務課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　晒竹ほか１点買入にかかる経費の支出について
17,280

港湾局 海務課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　晒竹ほか１点買入にかかる経費の支出について
7,020

港湾局 海務課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　工業用ガス（５月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
31,644

港湾局 海務課 令和元年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営業務用　消火薬剤ほか７点買入にかかる経費の支出について
48,168

港湾局 海務課 令和元年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　消火薬剤ほか７点買入にかかる経費の支出について
115,074

港湾局 海務課 令和元年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　自在車ほか１点買入にかかる経費の支出について
8,985

港湾局 海務課 令和元年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 直営業務用　大阪地下鉄・大阪シティバス回数カード買入にかかる経費の支出について
30,000

港湾局 海務課 令和元年06月18日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 保安対策用　請第９６９２号　大阪港ポートセキュリティカード発行機継続借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,557

港湾局 海務課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営業務用　カセットボンベ買入にかかる経費の支出について
24,364

港湾局 海務課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　直管蛍光灯ほか４点買入にかかる経費の支出について
18,430

港湾局 海務課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　直管蛍光灯ほか４点買入にかかる経費の支出について
8,640

港湾局 海務課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営業務用　簡易水質検査器ほか２点買入にかかる経費の支出について
7,560

港湾局 海務課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用インターネット回線料の支出について（平成３１年４月分）
33,912

港湾局 海務課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　エンジンオイルほか５点買入にかかる経費の支出について
361,800

港湾局 海務課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　簡易水質検査器ほか２点買入にかかる経費の支出について
13,154

港湾局 海務課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　ケーブルジョイントほか９点買入にかかる経費の支出について
88,776

港湾局 海務課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 施設管理業務用　刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講にかかる経費の支出について
2,700

港湾局 海務課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 直営業務用　水深選択ソフト用パソコン等機器一式長期借入（その２）（令和１年５月分）の実施及び同経費の支出について
18,252

港湾局 海務課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　会費 施設管理業務用　刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講にかかる経費の支出について
7,200

港湾局 海務課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 防災施設管理用　大阪港防潮扉集中監視装置用ＭＣＡ無線利用料の支出について（令和元年６月分）
301,752

港湾局 海務課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　マーキングチョークほか３点買入にかかる経費の支出について
59,616

港湾局 海務課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　マーキングチョークほか３点買入にかかる経費の支出について
17,064

港湾局 海務課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 施設管理用　請第９３０３号　平成３１年度鶴町基地警備業務委託(５月分)にかかる経費の支出について
659,615

港湾局 海務課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営業務用　高炉セメントほか２点買入にかかる経費の支出について
68,364
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港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（５月）
6,518

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用　水道料金（令和元年５月分）の支出について
3,144

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 給水事業用　電気料金の支出について（２突定係場　５月分）
6,781

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 南港魚つり園護岸用　水道料金（令和元年５月分）の支出について
1,969

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 航行安全対策用　平成31年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
2,080,494

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 航行安全対策用　平成31年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
3,145,339

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 給水事業用　南港Ｌ岸壁及び天保山岸壁船舶給水業務委託料（５月分）の支出について
548,290

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 港内清掃事業用　平成31年度大阪港内清掃作業業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
1,023,750

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 立会業務用　海務担当軽貨物自動車長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
22,464

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 原材料費　船舶給水料 （給水事業用、渡船事業用）水道使用料の支出について（５月）
2,781,407

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　エンジンオイルフィルタ－ほか７点買入にかかる経費の支出について
67,068

港湾局 海務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 航行安全対策用　平成31年度大阪港船舶安全支援業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
10,643,687

港湾局 海務課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営業務用　ウエスほか１１点買入にかかる経費の支出について
13,824

港湾局 海務課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和元年5月分）の支出について　管－２
2,974

港湾局 海務課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　ウエスほか１１点買入にかかる経費の支出について
15,919

港湾局 海務課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　ゴムボート用椅子板買入にかかる経費の支出について
18,684

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（５月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
74,196

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（５月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
44,518

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　コンクリートアンカーほか８点買入にかかる経費の支出について
2,754

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　コンクリートアンカーほか８点買入にかかる経費の支出について
12,323

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営業務用　コンクリートアンカーほか８点買入にかかる経費の支出について
15,617

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（５月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
393,238

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（５月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
44,518

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 直営業務用　免税軽油（５月分）（単価契約）買入にかかる経費の支出について
37,098

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営業務用　コンクリートアンカーほか８点買入にかかる経費の支出について
30,240

港湾局 海務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営業務用　コンクリートアンカーほか８点買入にかかる経費の支出について
20,584

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 海務担当一般業務用　電気使用料（令和元年5月分）の支出について　管－３
10,313

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 施設管理業務用　常吉ポンプ場電気料金（令和元年５月分）の支出について
41,763

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 使用料請求用郵便料金(後納）の支出について(令和元年5月分）
691

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 保安対策用　請第9681号　平成31年度　港区・此花区・大正区重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
334,800

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　船車賃借料 埠頭担当業務用軽貨物自動車長期借入（その2）にかかる経費の支出について（５月分）
590

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　負担金 防災施設管理用　電波利用料の支出について（こうわんかんり・こうわんいどう１０１・こうわんいどう１２３分）
37,900

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 負担金、補助及交付金　負担金 立会業務用　電波利用料の支出について（船上通信局６局）
3,600

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　光熱水費 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎51階機器室電気料金（令和元年4月分）の支出について
16,033

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 港湾事業一般管理用　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
11,780

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 委託料　委託料 保安対策用　請第9681号　平成31年度　港区・此花区・大正区重要国際埠頭施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
5,503,680

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
261,014

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　使用料 航行安全対策用　船舶動静・使用料管理・運航調整システム用端末機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
27,475

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産施設設置契約にかかる経費の支出について（7月分）
184,248

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 使用料及賃借料　不動産賃借料 航行安全対策用　大阪府咲洲庁舎における府有財産貸付契約（44階事務室）にかかる経費の支出について（7月分）
168,542

港湾局 海務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 負担金、補助及交付金　負担金 直営業務用　電波利用料の支出について(近畿総合通信局払い、１／４回分支出)
23,500

港湾局 設備課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　エレメントキットほか５５点買入にかかる経費の支出について
344,304

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 直営施工用　アングル弁ほか１３点買入にかかる経費の支出について
70,751

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　消耗品費 直営施工用　アングル弁ほか１３点買入にかかる経費の支出について
42,682

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 原材料費　工事材料費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
25,974

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　消耗品費 直営施工用　アングル弁ほか１３点買入にかかる経費の支出について
85,363

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 河川費 河川費 原材料費　工事材料費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
36,504
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港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
6,922

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　引込用ビニル絶縁電線ほか２点買入にかかる経費の支出について
19,051

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
7,615

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　引込用ビニル絶縁電線ほか２点買入にかかる経費の支出について
22,788

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　アングル弁ほか１３点買入にかかる経費の支出について
54,475

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　建物修繕料 施設維持管理用　４７Ｅ－１　港湾局ＡＴＣ庁舎空気調和設備緊急修繕にかかる経費の支出について
26,981

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 原材料費　工事材料費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
26,487

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 原材料費　工事材料費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
8,262

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
25,477

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 機械担当業務用 作業服用洗剤ほか１点買入にかかる経費の支出について
121,370

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　アングル弁ほか１３点買入にかかる経費の支出について
58,579

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
69,174

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　引込用ビニル絶縁電線ほか２点買入にかかる経費の支出について
17,345

港湾局 設備課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 原材料費　工事材料費 直営施工用　溶接フランジほか１６点買入にかかる経費の支出について
119,637

港湾局 設備課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 プロバンガス(港湾局)買入(単価契約)にかかる経費の支出について(単価契約5月分　鶴町電気事務所管理用)
22,032

港湾局 設備課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼船船底塗料ほか１４点買入にかかる経費の支出について
347,937

港湾局 設備課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　鋼船船底塗料ほか１４点買入にかかる経費の支出について
795,729

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用 水道用硬質ポリ塩化ビニル管ほか４点買入にかかる経費の支出について
34,560

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用自動拡散粉末消火器買入にかかる経費の支出について
51,072

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用自動拡散粉末消火器買入にかかる経費の支出について
51,072

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食陽極板ほか９点買入にかかる経費の支出について
51,484

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食陽極板ほか９点買入にかかる経費の支出について
32,108

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食陽極板ほか９点買入にかかる経費の支出について
26,136

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用自動拡散粉末消火器買入にかかる経費の支出について
51,072

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　防食陽極板ほか９点買入にかかる経費の支出について
208,872

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　小型船舶用自動拡散粉末消火器買入にかかる経費の支出について
187,264

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 (47B-3)機械担当業務用　軽油（５月分）買入にかかる経費の支出について
21,259

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 ４７Ｃ－８　機械担当業務用　郵便切手買入にかかる経費の支出について
3,140

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　新規工事費 請第３５１９号　もと咲洲緑地管理事務所電気設備改修工事（その３）にかかる経費の支出について　電気工事用　完成払
22,102,560

港湾局 設備課 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 工事請負費　改修工事費 請第３５１９号　もと咲洲緑地管理事務所電気設備改修工事（その３）にかかる経費の支出について　電気工事用　完成払
3,568,160

港湾局 設備課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 電事1-2号　水性蛍光ペン（赤）ほか１６点購入にかかる経費の支出について　設備課（電気）業務用
31,028

港湾局 設備課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　軸封装置リペアキットほか１点買入にかかる経費の支出について
107,892

港湾局 設備課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (47A-3)機械担当業務用 鉛筆ほか２５点買入にかかる経費の支出について
20,894

港湾局 設備課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘッドギアキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
17,050

港湾局 設備課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘッドギアキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
17,588

港湾局 設備課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘッドギアキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
78,176

港湾局 設備課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 (47B-4)直営施工用　工業用ガス（５月分）買入にかかる経費の支出について
3,964

港湾局 設備課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘッドギアキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
103,481

港湾局 設備課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 直営施工用　ヘッドギアキットほか１１点買入にかかる経費の支出について
18,124

港湾局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 庁内情報システム用プリンタートナー買入（概算契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月納品分）
102,456

港湾局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（平成31年４月分）職員事務用
65,317

港湾局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）（２）一式　長期借入（平成２８年度契約分）の支出について(平成31年4月分)
82,838

港湾局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入の経費の支出について（平成31年4月分）
8,886

港湾局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入（平成２７年度契約分）にかかる経費の支出について（平成31年4月）
976,561

港湾局 総務課 令和元年06月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和元年5月請求分　2突事務所）
71,907

港湾局 総務課 令和元年06月06日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和元年5月請求分　2突事務所）
34,295

港湾局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　回線使用料等の支出について（平成31年４月分）
23,406
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港湾局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）市内出張にかかる交通費の支出について（４月分）
3,198

港湾局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和元年5月請求分　鶴町事務所他2件分）
79,948

港湾局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和元年5月請求分　鶴町事務所他2件分）
163,480

港湾局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 旅費　普通旅費 国際交流用　ロッテルダム港意見交換会への出席にかかる東京出張に伴う旅費の支出について
14,420

港湾局 総務課 令和元年06月19日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 パークマネジメント用　事業者ヒアリングにかかる東京出張に伴う旅費の支出について
58,240

港湾局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和元年6月請求分　臨港方面管理事務所）
56,231

港湾局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和元年6月請求分　臨港方面管理事務所）
27,615

港湾局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　庁舎維持管理用　電話機リースにかかる経費の支出について（臨港方面管理事務所 6月分）
10,967

港湾局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　電話機リースにかかる経費の支出について（機械事務所　平成31年度6月分）
11,016

港湾局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年度　港湾局ＡＴＣ庁舎にかかる賃料および共益費の支出について（令和元年7月分）
202,731

港湾局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（令和元年5月分）
280,234

港湾局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　港湾局庁舎（ＡＴＣ）にかかる光熱費の支出について（令和元年5月分）
956,391

港湾局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　令和元年度ATC駐車場使用料の支出について（令和元年7月分）
231,162

港湾局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年度　港湾局ＡＴＣ庁舎にかかる賃料および共益費の支出について（令和元年7月分）
16,396,009

港湾局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 （職員出張用）近接地及び市内出張旅費の支出について（平成31年４月分）
2,952

港湾局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 電話使用料の支出について（令和元年5月利用分・ソフトバンク）庁舎維持管理用
24,226

港湾局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 庁舎維持管理用　プロパンガス（臨港方面管理事務所）買入（単価契約）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
116,640

港湾局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（鶴町・２突事務所　令和元年5月分）庁舎維持管理用
466,180

港湾局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 安全衛生用　ポスターの購入にかかる経費の支出について
700

港湾局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 ガス料金の支出について（令和元年5月請求分）庁舎維持管理用
92,510

港湾局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 カラーデジタル複合機長期借入にかかるコピー代金（令和元年5月分）
29,406

港湾局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 静電複写機長期借入にかかるコピー代金の支出について（令和元年5月分）職員事務用
54,039

港湾局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 電気料金の支出について（常吉ケーソンヤードほか・令和元年5月分）庁舎維持管理用
151,660

港湾局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 港湾局事務用ファクシミリ長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
20,466

港湾局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入（平成２７年度契約分）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
976,561

港湾局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　庁内情報利用パソコン等機器（港湾局）（２）一式　長期借入（平成２８年度契約分）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
82,838

港湾局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（港湾局）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年5月分）
8,886

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
43,076

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
2,500

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
10,800

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
2,520

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
9,000

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
200

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
10,152

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
2,812

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
3,456

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
14,447

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
800

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
265

港湾局 経営改革課 令和元年06月13日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分)
520

港湾局 経営改革課 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　普通旅費 職員出張用　市内出張に伴う交通費（５月分）の支出について
576

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
3,759

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
491

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
83,875

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（4月分）の買入にかかる経費の支出について
92,578

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（4月分）の買入にかかる経費の支出について
22,812

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
4,176
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港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
18,745

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
70,223

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（4月分）の買入にかかる経費の支出について
19,432

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
63,578

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
9,597

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（4月分）の買入にかかる経費の支出について
4,817

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（4月分）の買入にかかる経費の支出について
8,111

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
39,830

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（4月分）の買入にかかる経費の支出について
45,370

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（4月分）の買入にかかる経費の支出について
31,403

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
10,260

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
5,708

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　軽油（4月分）の買入にかかる経費の支出について
10,218

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
106,234

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
5,723

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
16,589

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
15,063

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
6,543

港湾局 経営改革課 令和元年06月25日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 需用費　燃料費 港湾事業用　ガソリン（４月分）の買入にかかる経費の支出について
30,305

会計室 会計企画担当 令和元年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線４群）料金（5月分）の支出について
37,015

会計室 会計企画担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 地方自治関係実例判例集、外１点の買入れについて（会計事務用）
62,600

会計室 会計企画担当 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（５月分）の支出について
2,702

会計室 会計企画担当 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（５月分）の支出について
2,766

会計室 会計企画担当 令和元年06月10日 一般会計 土木費 公園費 公園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線５群）料金（５月分）の支出について
36,592

会計室 会計企画担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
11,987

会計室 会計企画担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,095

会計室 会計企画担当 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入れ経費の支出について（会計事務用　５月分）
46,363

会計室 会計企画担当 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式借入れ経費の支出について（会計事務用　５月分）
10,865

会計室 会計企画担当 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式借入れ経費の支出について（会計事務用　５月分）
79,584

会計室 会計企画担当 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（会計室）一式借入れ経費の支出について（会計事務用　５月分）
9,049

会計室 会計企画担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 コピー代金の経費の支出について（会計事務用５月分）
33,151

会計室 会計企画担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 使用料及賃借料　使用料 財務会計システム用サーバ機器等一式　長期借入契約の実施及び同経費の支出について（令和元年５月分）
3,056,400

会計室 会計企画担当 令和元年06月20日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＮＴＴ西日本一般回線１群）料金（５月分）の支出について
11,300

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
32,866

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
6,146

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,620,475

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（令和元年５月分）
7,550

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 会計事務用市内等出張交通費の支出について（令和元年５月分②）
414

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　消耗品費 金融機関コード便覧（2019年度版　異動通知付）の買入れについて（会計事務用）
5,070

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（会計事務用　５月分）
4,048

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
8,704

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
129,268

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
58,182

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
183,336

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
15,184

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,576

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
125,254
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会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
197,253

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
51,105

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
100,962

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
160,528

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
104,187

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,131

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
10,537

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,814

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
137,732

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
8,234

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
333,365

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,598

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
183,991

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
67,556

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
102,966

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
148,006

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
97,681

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,533

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,985

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
639,614

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 環境改善費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
674,060

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
13,564

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,555

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
27,622

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
5,110,048

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
666,225

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
12,169

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
4,891

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,322

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
551,899

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
396,470

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
505,502

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
629,986

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
530,247

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,123,399

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
940,472

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
627,680

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,549,649

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
993,430

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,522

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
678,601

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,620

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
91,193

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,522
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会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,341

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
128,537

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
26,904

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
5,561

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
383,291

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
22,731

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
340,630

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
210,970

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,154

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
82,004

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
21,968

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
12,022

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
19,869

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,943,924

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,700,769

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
822,426

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
594,640

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
870,156

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,481,525

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,679,893

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
846,915

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
10,641,238

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
12,169

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
2,754

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
25,724

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
4,155

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,024

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
6,068

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
9,828

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
5,953,579

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
10,492

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
47,403

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
39,990

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,533

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
3,034

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
560,702

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
157,046

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
1,512

会計室 会計企画担当 令和元年06月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかる水道（大阪市水道局）料金（５月分）の支出について
11,111,527

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
11,035

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
11,551

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 委託料　委託料 磁気テープファイルの保管及び集配業務委託料の支出について（令和元年５月分）
864
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会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
273,901

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
257,174

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
243,812

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
420,161

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
215,747

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
269,673

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
321,422

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
218,663

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
221,528

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
256,576

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
2,540

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
217,810

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
233,084

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
352,295

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
247,631

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
398,643

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
1,571

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
164

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
410,057

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
351,877

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
366,018

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
10,916

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
108

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
326

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
12,428

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
3,241

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
22,886

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
192

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
22,393

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
11,211

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
36

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
68

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
284

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
640

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
65,381

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
136

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
60

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
485

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
407

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
974

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
110

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
12

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
9,852

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
25

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
69



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ソフトバンク）料金（５月分）の支出について
55,379

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
10,758

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
241

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
4,582

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
938

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
4,447

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 土木費 河川費 河川費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
1,916

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
43

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
8

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
4

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
249

会計室 会計企画担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 公共料金集約払いにかかる固定電話（ＫＤＤＩ）料金（５月分）の支出について
39,993

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
13,990

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
11,298

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,602

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,224

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
916

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
154,363

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,431

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
75,700

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
9,472

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
79,426

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
34,115

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
130,618

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
123,063

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
51,319

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
130,206

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
90,032

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
5,308

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
7,688

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
222,590

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
226,343

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
58,637

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,773

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
69,547

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
259,630

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,773

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
916

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,259

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
69,730

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
15,320

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
247,694

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,993,068

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
4,984

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
916

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
410,810



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
338,541

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
8,284

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
916

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
114,356

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
750,645

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
402,935

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
504,843

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
465,289

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
412,881

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
368,918

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
41,861

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
935,466

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
547,144

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
3,660

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
916

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
316,611

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
107,645

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
131,791

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
24,492

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,773

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
138,696

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
137,624

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
39,741

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
58,985

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
41,048

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
31,951

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
62,844

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
41,575

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
700,193

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
11,017

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
5,179,554

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
26,084

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
1,088

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
14,831

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
13,014

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
4,174

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
15,165

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
14,850

会計室 会計企画担当 令和元年06月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 公共料金集約払いにかかるガス（大阪ガス）料金（5月分）の支出について
3,311,535

会計室 会計管理担当 令和元年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 需用費　印刷製本費 会計事務担当者研修テキストの作成並びに同経費の支出について
255,312

会計室 会計管理担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 旅費　普通旅費 公金自動収納機の機器テストに係る出張経費の支出について
28,720

会計室 会計管理担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 役務費　手数料 振替取扱手数料の支出について（5月分）
5,583,690

北区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（４月分）
140,779

北区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成３１年４月７日執行の統一地方選挙における投票日投票管理者及び立会人に対する報酬の支出について
11,565

北区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 第19回統一地方選挙にかかる選挙運動費用公費負担金の支出について
1,064,391

北区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成３１年４月７日執行の統一地方選挙における投票日投票管理者及び立会人に対する報酬の支出について
5,781

北区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成３１年４月７日執行の統一地方選挙における投票日投票管理者及び立会人に対する報酬の支出について
5,781
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北区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年４月７日執行の統一地方選挙における開票所時間外使用にかかる使用料の支出について
20,520

北区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年４月７日執行の統一地方選挙における開票所時間外使用にかかる使用料の支出について
10,260

北区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年４月７日執行の統一地方選挙における開票所時間外使用にかかる使用料の支出について
10,260

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
54,536

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
10,469

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
28,918

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 第19回統一地方選挙にかかる選挙運動費用公費負担金の支出について
725,120

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
14,458

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
14,458

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
214

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
595

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
168

北区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（４月分）
60

北区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 第19回統一地方選挙にかかる選挙運動費用公費負担金の支出について
840,486

北区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
27,070

北区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（５月分）
1,654

北区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
5,508

北区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
2,754

北区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
2,754

北区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（５月分）
93

北区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区庁舎ガス料金の支出について（５月分）
26

北区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,720

北区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,640

北区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和元年度　大阪市北区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（５月分）
652,320

北区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　北区役所庁舎玄関マット借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,357

北区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課運営事務用宿直業務に係る寝具借入経費の支出について（臨時）
23,436

北区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙用レターパック購入経費の支出について
153,000

北区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 北区災害対策用職員住宅什器賃貸借（長期継続）経費の支出について（令和元年５月分）
17,280

北区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３１年度災害対策用職員住宅賃料及び共益費の支出について（７月分）
155,000

北区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
8,213

北区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
3,785

北区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
467

北区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
215

北区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 北区役所産業廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
60

北区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 北区役所一般廃棄物処理業務委託経費の支出について（５月分）
132

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
45,776

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
85,421

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
173,995

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
22,473

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和元年５月分）
295,970

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 北区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（令和元年５月分）
720

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
9,603

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
4,713

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和元年５月分）
16,398

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
1,333

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
2,718

北区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 北区役所電話・ＦＡＸ使用料の支出について（令和元年５月分）
4,641
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北区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　北区役所庁舎機械警備業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
8,164

北区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　北区役所庁舎前駐輪整理業務委託経費の支出について（５月分）
140,779

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（５月分）北区役所運営事務費＜機械番号２０２９８５＞
26,442

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 北区役所４階事務用コピー経費の支出について（５月分）北区役所運営事務費＜機械番号２０２８３６＞
19,381

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
450,607

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
899,960

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
304

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所証明書発行システム（戸籍広域ＦＡＸ）使用料の支出について（５月分）
1,557

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　北区役所視覚障害者用点字ディスプレイ等借入（長期継続）経費の支出について（令和元年5月分）
18,468

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
10,865

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（令和元年5月分）
204,727

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（北区役所）一式　長期借入にかかる支出について（令和元年5月分）
317,495

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所　省スペース型）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
27,648

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（北区役所　ノートパソコン）機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
23,328

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,572

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,702

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,018

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
50,760

北区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 北区役所庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
14,366

北区役所 戸籍登録課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 北区役所住民情報業務等委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
492,604

北区役所 戸籍登録課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所住民情報業務等委託（長期継続）にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
4,077,400

北区役所 戸籍登録課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍登録業務小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
777

北区役所 戸籍登録課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
1,936

北区役所 戸籍登録課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録課事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
174,269

北区役所 地域課 令和元年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和元年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
3,900

北区役所 地域課 令和元年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
3,120

北区役所 地域課 令和元年06月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,500

北区役所 地域課 令和元年06月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和元年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,200

北区役所 地域課 令和元年06月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
2,600

北区役所 地域課 令和元年06月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和元年06月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,560

北区役所 地域課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域安全安心対策事業用防災マップの印刷経費の支出について
58,104

北区役所 地域課 令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
2,760

北区役所 地域課 令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,000

北区役所 地域課 令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,500

北区役所 地域課 令和元年06月19日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
3,120

北区役所 地域課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,800

北区役所 地域課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
2,400

北区役所 地域課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,300

北区役所 地域課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大淀コミュニティセンター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
3,120

北区役所 地域課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,676

北区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全安心対策事業用携帯電話料金の支出について（５月分）
51,354

北区役所 地域課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
434,028
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北区役所 地域課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 学校教育活動支援事業（中学校部活動支援）「合同バスケットボール教室」にかかる報償金の支出について
210,000

北区役所 地域課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 地域課非常勤嘱託職員にかかる市内出張旅費の支出について（５月分）
720

北区役所 地域課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全安心対策事業にかかるラミネートフィルムほか５点購入経費の支出について
90,342

北区役所 地域課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー複写経費の支出について（５月分）
18,730

北区役所 地域課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制アンケート用地域課（教育担当）料金後納郵便使用経費の支出について（令和元年５月分）
32,786

北区役所 地域課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 北区民センター利用取り消しに基づく還付金の支払いについて（過年度支出分）
1,800

北区役所 福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大淀保育所消耗品事業資金（特別保育用）６月分の支出について
10,000

北区役所 福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大淀保育所消耗品事業資金（通常保育用）６月分の支出について
30,000

北区役所 福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年4月17日から令和元年5月21日分）
4,428

北区役所 福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年4月17日から令和元年5月21日分）
8,002

北区役所 福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年4月17日から令和元年5月21日分）
2,160

北区役所 福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年4月17日から令和元年5月21日分）
1,264

北区役所 福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（平成31年4月17日から令和元年5月21日分）
8,424

北区役所 福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「住民主体の福祉コミュニティづくり推進事業」にかかる業務委託料の支出について（４月分）
4,234,000

北区役所 福祉課 令和元年06月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

北区役所 福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
720

北区役所 福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　普通旅費 介護保険業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
360

北区役所 福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる経費の支出について
259,200

北区役所 福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月27日から令和元年6月5日分）
7,325

北区役所 福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（5月－3請求分）（代理受領方式）
169,830

北区役所 福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援スーパーバイザーの活動に対する報償金の支出について（５月分）
76,920

北区役所 福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ｃエリア）にかかる業務委託料の支出について（令和元年5月分）
112,000

北区役所 福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ａエリア）にかかる業務委託料の支出について（令和元年5月分）
140,000

北区役所 福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「子どもの居場所づくり支援事業」（Ｂエリア）にかかる業務委託料の支出について（令和元年5月分）
194,000

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
4,520

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事業にかかるコピー代金の支出について（５月分）
31,861

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成31年度民生委員費用弁償（第1四半期分）の支出について
1,278,249

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
280

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
720

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（6月－1請求分）（代理受領方式）
167,006

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（5月－4請求分）（代理受領方式）
306,854

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
3,000

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
1,640

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成31年度児童委員費用弁償（第1四半期分）の支出について
1,209,499

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
870

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
740

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大淀保育所用賄材料費　６月分の支出について
796,350

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険認定審査会事務用コピー複写機経費の支出について（５月分）
11,139

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
720

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 福祉課関係業務にかかる出張旅費の支出について（４月～５月分）
980

北区役所 福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる経費の支出について
216,000

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,176

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
998

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,098

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　特別旅費 福祉事務所長研修受講にかかる出張命令及び旅費の支出について
44,960

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,428

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,610
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北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,136

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,248

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,110

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（6月－1請求分）（代理受領方式）
1,076,133

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（6月－2請求分）（代理受領方式）
311,253

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
10,128

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,754

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
21,760

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
556,789

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
683

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
14,186

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
63,212

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,132

北区役所 福祉課 令和元年06月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
12,051

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
93,180

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
82

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
410

北区役所 福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉課（一般福祉／子育て支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,398

北区役所 保険年金課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和元年度６月分の国民健康保険料窓口還付金の資金前渡について（歳出・一般分）
70,000

北区役所 保険年金課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成３１年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
16,500

北区役所 保険年金課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 平成３１年度　国民健康保険料還付金にかかる還付加算金の支出について
1,000

北区役所 保険年金課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成３１年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて６月－１（歳出・滞納繰越分）
3,141,169

北区役所 保険年金課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金課事務用コピー複写経費の支出について（５月分）
14,506

北区役所 保険年金課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費の（令和元年５月分）の支出について
1,317

北区役所 保険年金課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費の（令和元年５月分）の支出について
13,526

北区役所 保険年金課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費の（令和元年５月分）の支出について
553,405

北区役所 保険年金課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費の（令和元年５月分）の支出について
5,263

北区役所 保険年金課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課料金後納郵便経費の（令和元年５月分）の支出について
2,631

北区役所 保険年金課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費経費の支出について（令和元年６月審査分　一般）
844,542

北区役所 保険年金課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和元年６月審査分）
350,000

北区役所 保険年金課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産一時金の支出について（令和元年６月審査分）
122,470

北区役所 保険年金課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和元年度　国民健康保険料の還付金口座振替払いについて６月－２（歳出・滞納繰越分）
879,667

北区役所 健康課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事務事業用　カラープリンター外２５点買入経費の支出について
194,799

北区役所 健康課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 保健福祉センター事務事業用　カラープリンター外２５点買入経費の支出について
74,520

北区役所 健康課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活安定支援事業（酒害教室）の実施に伴う講師報償金（４月分）の支出について
9,750

北区役所 健康課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支払について（令和元年５月２２日分）
31,010

北区役所 健康課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）５月分
15,485

北区役所 健康課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）５月分
8,020

北区役所 健康課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）５月分
200

北区役所 健康課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）５月分
859

北区役所 健康課 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（健康課）５月分
550

北区役所 健康課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子の絆づくりプログラム（ＢＰプログラム）出席講師報償金の支出について（５月分）
73,360

北区役所 健康課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ３か月健診時助産師相談における報償金の支出について（４月・５月分）
13,000

北区役所 健康課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康課事務用　コピー複写経費（５月分）の支出について
22,023

北区役所 健康課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 感染症予防事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
1,200

北区役所 健康課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和元年度ＢＣＧ接種にかかる医師報償金の支出について(６月分)
74,130

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,952
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北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,022

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
82

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
666

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
492

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
656

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
23,088

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,804

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,706

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
574

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
604

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
820

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
492

北区役所 健康課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康課事務用　料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,126

北区役所 健康課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
229,180

北区役所 健康課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
87,230

北区役所 健康課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
11,160

北区役所 健康課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
98,840

北区役所 健康課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
123,550

北区役所 健康課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種母子保健事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
98,840

北区役所 生活支援課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について(Ｎｏ１９３～１９４)
439,668

北区役所 生活支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２１４)
95,600

北区役所 生活支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(長期入院患者診療報酬　Ｎｏ.２４６)
33,120

北区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.２３９～２４５)
162,543

北区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.２３７～２３８)
7,541

北区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等　Ｎｏ.２１５～２２６)
75,420

北区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.２２７～２３１)
377,536

北区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２３２～２３６)
7,360

北区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課事務用　コピー複写経費の支出について（令和元年５月分）
13,806

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活支援課小口支払基金繰入金の支出について（令和元年6月3日支出分）
9,007

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.２５５～２５９)
82,459

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２４７～２４８)
99,340

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（令和元年７月分）
8,100,000

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（令和元年７月分）
5,800,000

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について(住宅維持費　Ｎｏ.２６７)
31,296

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（令和元年７月分）
400,000

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.２６６)
2,376

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等　Ｎｏ.２４９～２５４)
26,360

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２６０～２６４)
32,600

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.２６５)
26,671

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助費の支出について（令和元年７月分）
700,000

北区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について(Ｎｏ.２６８)
27,045

北区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について(小学校　５月分)
218,906

北区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について(中学校　５月分)
255,248

北区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（５月分）
70,476

北区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（５月分）
103,003

北区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（５月分）
23,978

北区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援課事務用　料金後納郵便経費の支出について（５月分）
59,699
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北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課事務用　旅費の支出について（令和元年５月分）
3,610

北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について(オムツ　Ｎｏ.２６９～２７４
76,616

北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費の支出について(Ｎｏ.２９９)
7,800

北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について(Ｎｏ.２７５～２７６)
75,460

北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(移送費　Ｎｏ.２９２～２９８)
26,120

北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(治療材料　Ｎｏ.３００～３０１)
87,908

北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について(文書料等　Ｎｏ.２７９～２９１)
53,220

北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について(Ｎｏ.２７８)
205,612

北区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について（Ｎｏ.２７７）
20,000

北区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について(Ｎｏ.３０２～３０３)
465,100

北区役所 政策推進課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業用「北区ぶらぶら２０１９」実施にかかる講師謝礼の支出について（第２回）
10,400

北区役所 政策推進課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学習活動支援事業用バレーボール外２点購入経費の支出について
12,182

北区役所 政策推進課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月16日から令和元年5月31日分）
356

北区役所 政策推進課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月16日から令和元年5月31日分）
2,511

北区役所 政策推進課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 政策推進課小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月16日から令和元年5月31日分）
7,440

北区役所 政策推進課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 青少年健全育成推進用「第６９回社会を明るくする運動」チラシ・ポスター作製経費の支出について
13,176

北区役所 政策推進課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度北区広報紙全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月号）
628,217

北区役所 政策推進課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 北区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
260,692

北区役所 政策推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 業務改善・情報発信プロジェクト研修講師謝礼金の支出について（５月分）
64,120

北区役所 政策推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度北区広報紙点字版製作・発送業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号）
27,000

北区役所 政策推進課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域活性化を図るためのまちづくり事業の支援）の支出について（１回目）
885,550

北区役所 政策推進課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課（広聴広報・企画調整）料金後納郵便使用経費の支出について（令和元年５月分）
6,214

北区役所 政策推進課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度北区広報紙企画編集業務委託にかかる経費の支出について（６月号）
268,488

北区役所 政策推進課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成31年5月号～平成32年4月号）（北区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（6月号）
662,709

北区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所政策推進課（連携推進）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
11,516

北区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北区役所政策推進課（連携推進）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
69,336

北区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 北区まちづくり事業補助金（地域案内板の運用事業）の支出について（１回目）
644,998

都島区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年４月分）
4,860

都島区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年４月分）
6,912

都島区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用都島区ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年４月分）
540

都島区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 都島区役所運営事務用庁内ネットワーク回線使用料の支出について（平成31年４月分）
270

都島区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（４月分）
199,159

都島区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 保健福祉課（分館）維持管理用光熱水費の支出について（４月分）
17,717

都島区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（長期継続　平成３１年４月分）
403,164

都島区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用コピー代の支出について（4月分）
3,571

都島区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙における個人演説会使用料の支出について
27,390

都島区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所運営事務用吊り下げ名札（ひも）外４点の買入経費の支出について
51,105

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎太陽光発電用引込線にかかる電気料金の支出について（５月分）
551

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度都島区の広報誌「広報みやこじま」全戸配布業務委託（概算契約）経費の支出について（2019年5月号分）
313,376

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 点字プリンタリース満了に伴う点字プリンタ等一式の買取にかかる経費の支出について
128,520

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙における宿泊施設の借上げ経費の支出について
43,848

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市議会議員の選挙における選挙運動用ポスターの作成に係る経費の支出について
655,308

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市議会議員の選挙における選挙運動用自動車燃料の使用に係る経費の支出について
8,452

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市議会議員の選挙における選挙運動用自動車の使用に係る経費の支出について
137,700

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成に係る経費の支出について
56,000

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙における宿泊施設の借上げ経費の支出について
21,924

都島区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙における宿泊施設の借上げ経費の支出について
21,924
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都島区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度都島区広報誌「広報みやこじま」（平成31年5月号～平成32年4月号）(点字版)製作業務委託（概算契約）経費の支出について（2019年6月号）
48,114

都島区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙における個人演説会使用料の支出について
27,390

都島区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,851

都島区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,214

都島区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,600

都島区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,800

都島区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所庁舎清掃業務の委託経費の支出について（長期継続）（令和元年５月分））
729,000

都島区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
738

都島区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙用市内出張交通費の支出について
9,169

都島区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
246

都島区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度広報誌編集PC用ソフトウェアの契約更新にかかる経費の支出について
103,420

都島区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度広報誌編集PC用フォントの契約更新にかかる使用料の支出について
43,416

都島区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用クリアーホルダー外3点の購入経費の支出について
10,274

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和元年5月分）
1,189

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和元年5月分）
566

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和元年5月分）
5,882

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用一般廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（５月分）
5,451

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用産業廃棄物収集運搬処理業務委託料の支出について（５月分）
5,318

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎及び区民センター設置用自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について（5月分）
5,421

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎及び区民センター設置用自動体外式除細動器（AED）長期借入経費の支出について（5月分）
2,711

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
113,418

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入及び同経費の支出について（令和元年5月分）
10,865

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
136,100

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内リモコンシステムに係る専用ソフトウェア使用料の支出について（令和元年５月分）
1,080

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（都島区役所）一式長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
304,072

都島区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 政策企画事務用郵便料金後納料の支出について（令和元年5月分）
420

都島区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 リーガルサポーター制度利用にかかる報償金の支出について（住民情報業務に関する相談・５月実施分）
27,000

都島区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 都島区役所で使用する電気（高圧）料金の支出について（５月分）
456,905

都島区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用機械警備業務委託契約経費の支出について（5月分）
34,560

都島区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報誌（平成31年5月号～平成32年4月号）（都島区役所）概算印刷経費の支出について（2019年6月号分）
774,225

都島区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区運営事務用銘板作成業務の委託経費の支出について
32,400

都島区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内リモコン用タブレット端末にかかる通信料の支出について（令和元年５月分）
4,322

都島区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 障がい者福祉サービス用タブレット端末にかかる通信料の支出について（令和元年５月分）
3,998

都島区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口案内用タブレット端末にかかる通信料の支出について（令和元年5月分）
3,996

都島区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
792

都島区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
164

都島区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
164

都島区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 総務課（庶務）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
4,510

都島区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（長期継続　令和元年5月分）
71,868

都島区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 都島区災害対策職員住宅賃料・共益費の支出について（７月分）
165,000

都島区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 政策企画担当事務用コピー代の支出について（5月分）
3,066

都島区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 都島区役所運営事務用電話使用料の支出について（５月分）
449

都島区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区政会議等動画配信にかかる通信料の支出について（令和元年５月分）
4,102

都島区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度都島区広報誌「広報みやこじま」企画編集業務委託経費の支出について（2019年6月号分）
129,600

都島区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 平成31年都島区役所統一地方選挙に伴う産業廃棄物収集運搬処分の委託経費の支出について
54,000

都島区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 平成31年都島区役所統一地方選挙に伴う産業廃棄物収集運搬処分の委託経費の支出について
27,000

都島区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 平成31年都島区役所統一地方選挙に伴う産業廃棄物収集運搬処分の委託経費の支出について
27,000
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都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（平成31年3月25日領収分）
1,300

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（平成30年12月20日領収分）
3,240

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（平成31年2月24日領収分）
17,520

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（平成31年2月18日領収分）
2,400

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（油性ボールペン外11点）の購入経費の支出について
32,311

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 まちづくり推進課事業用物品（油性ボールペン外11点）の購入経費の支出について
13,417

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校体育施設開放事業　ラインパウダー外４点の購入にかかる経費の支出について
71,550

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,704

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
266

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
1,060

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
164

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
276

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
164

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
1,758

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
1,312

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まちづくり推進課事業用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
840

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（５月分）
12,278

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用防災タブレット回線使用料の支出について（５月分）
7,992

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災活動の強化・推進事業用ＰＨＳ回線使用料の支出について（５月分）
509

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（平成31年3月3日領収分）
1,800

都島区役所 まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 都島区民センター既納使用料の還付による過年度支出について（平成31年2月7日領収分）
2,400

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成31年6月分）
100,000

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金・葬祭費負担金の支出について（平成31年6月分）
450,000

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金６月分の支出について（歳出一般）
70,000

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 資金前渡　窓口支払用還付資金６月分の支出について（歳出退職）
30,000

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険の葬祭費負担金の支出について
450,000

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険の出産育児一時金負担金の支出について
10,030

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳事務用机上パソコンラック買入の支出について
16,934

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付加算金の支出について（歳出還付加算金６月①）
5,800

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　６月①）
3,623,774

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支出について（４月分）
358,323

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支出について（４月分）
1,615,854

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民基本台帳事務用ゼムクリップ外６点買入経費の支出について
23,142

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(５月分)
2,944

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課(住民情報)事務用郵便料金後納料の支出について(５月分)
73,888

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
7,524

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
74,306

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理担当）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
483,175

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
28,920

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の過誤納にかかる還付金の支出について（歳出一般　６月②）
279,035

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
72,935

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金　保険）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
39,856

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支出について（５月分）
341,000

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市都島区役所住民情報業務等に関する労働者派遣業務の支出について（５月分）
1,562,481

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について
276,604

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「呼出し番号入りうちわ」の作成業務委託の支出について
90,720

都島区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー代金の支出について（5月分）
18,030
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都島区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
70,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立御幸保育所にかかる消耗品費（特別保育用６月分）の支出について
10,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる消耗品費（６月分）の支出について
60,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（こども教育）職員用市内出張旅費（平成31年4月分）の支出について
1,350

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 親子のきずなはぐくみ事業用ゴム印の購入経費の支出について
3,137

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成31年4月分）の支出について
357

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成31年4月分）の支出について
600

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成31年4月分）の支出について
900

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　３月分・４月分）の支出について
323,389

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用ラミネートフィルム外12点の購入経費の支出について
23,310

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用油性ツインマーカー外4点の購入経費の支出について
2,876

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用ラミネートフィルム外12点の購入経費の支出について
13,507

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
292,053

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,978

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
95,472

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,482

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,212

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,966

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
25,330

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代金の支出について（４月分）
28,573

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　３月分・４月分・５月分）の支出について
223,746

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
43,200

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
37,270

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
37,040

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（５月分）
31,010

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
65,880

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（家財処分料）の支出について
324,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
18,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種（ＢＣＧ）事業従事医師にかかる報償金の支出について（５月分）
49,420

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
280,400

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
537,832

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 就労自立給付金の支給について
65,141

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉課（分館）　母子保健事業用コピー代の支出について（４月分）
16,642

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 親子のきずなはぐくみ事業教室案内ビラの作成経費の支出について
32,400

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
23,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
111,156

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元度都島区小学校放課後学習支援モデル事業にかかるプロポーザル方式選定委員会報償金の支払いについて
18,440

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　４月分）の支出について
40,990

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬４月分）の支出について
50,400

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
5,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
37,788

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（医師）５月分の支出について
395,360

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診　報償金（その他）５月分の支出について
32,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　４月分・５月分）の支出について
15,436

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代３～５月分）の支出について
179,373

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
3,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（文書料）の支出について
12,720
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都島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
22,200

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金(４・５月分）の支出について
52,315

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（長期入院患者診療報酬４月分）の支出について
24,480

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
15,120

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
35,500

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
664,042

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金（葬祭券外）の支出について
99,700

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人報酬の支出について
217,080

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,840

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,452

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
2,804

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,200

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
956

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
108

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
3,700

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
820

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
204

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
339,583

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
191,909

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,265

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,265

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
17,417

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
18,025

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
14,385

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　４月分・５月分）の支出について
64,388

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
961

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,100

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
3,280

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人報酬の支出について
302,400

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 都島区役所保健福祉課（福祉）のレイアウト変更に伴う総合福祉システム用端末機器等の移設及び接続・疎通・動作確認業務委託料の支出について
172,800

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（検診料）の支出について
7,740

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 生活技能訓練事業に係る講師料の支出について（5月分）
10,320

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
35,750

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 みやっこ子育てふれあい教室助産師講師料の支出について（４月分）
25,800

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用リサイクルトナー外12点の購入経費の支出について
25,531

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
410

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
82

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
1,024

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
328

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
8,586

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
256

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
44,704

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
5,404
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都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
20,334

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（人工鼻）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
40,095

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
17,800

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
19,950

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（紙おむつ）の支出について（代理受領方式）（５月分）
12,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
15,520

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
4,876

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
82

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
840

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（５月分）の支出について
288,880

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
37,260

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用リサイクルトナー外12点の購入経費の支出について
2,181

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
4,920

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
13,292

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
16,056

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
1,394

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
912

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
3,782

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
184

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健福祉センター分館運営事務用リサイクルトナー外12点の購入経費の支出について
7,344

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立毛馬保育所および御幸保育所にかかる賄材料費（６月分）の支出について
1,293,700

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
21,243

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども教育）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
6,768

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）事務用郵便料金後納料の支出について（5月分）
9,927

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見開始の市長審判にかかる診断書料の支出について
8,640

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人報酬の支出について
126,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
180,203

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,037

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
23,370

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
88,510

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
32,333

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,978

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
37,800

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４・５月分）
17,530

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
48,380

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　４月分・５月分）の支出について
145,247

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（５月分）の支出について
189,093

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（治療材料費）の支出について
176,282

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助金の支出について
436,956

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課介護保険事務用郵便料金後納料の支出について（令和元年５月分）
78,370

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
246

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　４月分・５月分・６月分）の支出について
108,700

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（移送費）の支出について
140,400

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和元年７月分）
17,500,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和元年７月分）
9,500,000
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都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和元年７月分）
300,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和元年７月分）
100,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による扶助金の支出について（令和元年７月分）
500,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
246

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
608

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
602

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
1,230

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
1,148

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
82

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
3,548

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
492

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（分館）事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
24,406

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（４・５月分）の支出について
20,540

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（５月分）の支出について
142,096

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助金（通院移送費　5月分）の支出について
480

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成31年度民生委員・児童委員費用弁償（第1四半期分）の支出について
1,023,375

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助金（おむつ代　４月分・５月分）の支出について
16,095

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助金（４・５月分）の支出について
20,818

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成31年度民生委員・児童委員費用弁償（第1四半期分）の支出について
980,875

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成31年4月分）の支出について（追加分）
300

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（福祉）職員用市内出張旅費（平成31年4月分）の支出について（追加分）
800

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
166,340

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支払いについて（5月分）
145,140

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金（ストマ）の支出について（代理受領方式）（４月・５月分）
16,034

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障害者・児日常生活用具給付事業扶助金の支出について（代理受領方式）
12,160

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（5月分）
3,082

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
7,914

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当生活保護事務用郵便料金後納料の支出について（５月分）
375,791

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法により医療扶助金（文書料）の支出について
7,320

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども教育）事務用コピー代の支出について（5月分）
20,314

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）事務用コピー代の支出について（5月分）
20,000

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和元年度小学生運動能力向上支援事業にかかる講師謝礼等の支出について（５月実施分）
124,320

都島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 平成３１年４月３日都島区介護認定審査会委員連絡協議会に係る費用弁償の支出について
7,660

福島区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成31年度 特別支援教育・発達障がいボランティア事業にかかる保険料の支払いについて(6月分)
864

福島区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成31年度 特別支援教育・発達障がいボランティア事業にかかる保険料の支払いについて(6月分)
6,400

福島区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
13,392

福島区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 令和元年5月分2回目 小口支払基金繰入金の支出について
13,000

福島区役所 企画総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（消毒液　外1点）
50,544

福島区役所 企画総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島区役所運営事務用 消耗品の購入経費の支出について（リサイクルトナーカートリッジ　外3点）
59,270

福島区役所 企画総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度自転車利用適正化事業にかかる啓発指導員による自転車対策業務委託料の支出について（４月分）
313,200

福島区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度福島区地域住民による安心・安全・快適駅前構築事業にかかる業務委託料の支出について（４月分）
209,400

福島区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年度　企画調整用市内出張交通費の支出について(4月分)
5,169

福島区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成31年4月号～平成32年3月号）４月号
244,347

福島区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」全戸配布業務にかかる委託料の支出について（平成31年4月号～平成32年3月号）５月号
244,591

福島区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」企画編集にかかる委託料の支出について（平成31年5月号～平成32年4月号）６月号
144,180

福島区役所 企画総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年4月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について
600,480

福島区役所 企画総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」点字版製作・発送業務にかかる委託料の支出について（平成31年5月号～平成32年4月号）５月号
39,814
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福島区役所 企画総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年4月分　産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
6,437

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 水辺活性化事業（都心で初めての「海の駅」開設）用　簡易トイレ一式　長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
51,659

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年４月７日執行 統一地方選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について（口座振替不能分）
6,240

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行統一地方選挙にかかる民間従事者への報償金の支出について
6,570

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行統一地方選挙にかかる民間従事者への報償金の支出について
1,158

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行 統一地方選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について（口座振替不能分）
9,730

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年４月７日執行 統一地方選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について（口座振替不能分）
3,120

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行統一地方選挙にかかる民間従事者への報償金の支出について
296

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行 統一地方選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について（口座振替不能分）
4,865

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行統一地方選挙にかかる民間従事者への報償金の支出について
3,284

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年４月７日執行 統一地方選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について（口座振替不能分）
3,120

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行統一地方選挙にかかる民間従事者への報償金の支出について
3,284

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行統一地方選挙にかかる民間従事者への報償金の支出について
296

福島区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行 統一地方選挙にかかる報酬ならびに民間従事者への報償金の支出について（口座振替不能分）
4,865

福島区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年度 花づくり広場の運営にかかる電気使用料の支出について（５月分）
392

福島区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分1回目）
13,608

福島区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分1回目）
4,180

福島区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分1回目）
82

福島区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分1回目）
510

福島区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分1回目）
19,420

福島区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　食糧費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分1回目）
336

福島区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ふくしまてんこもり2019ポスター・チラシの製作経費の支出について
48,600

福島区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（５月分）
120

福島区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（５月分）
3,608

福島区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力推進担当業務にかかる通信運搬費の支出について（５月分）
6,054

福島区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度　福島区広報紙「広報ふくしま」印刷業務にかかる印刷製本費の支出について（平成31年5月号～平成32年4月号）６月号
260,528

福島区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 福島区広報紙「広報ふくしま」点字版製作・発送業務にかかる委託料の支出について（平成31年5月号～平成32年4月号）６月号
39,814

福島区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　庁用器具費 福島区役所運営事務用 備品の購入経費の支出について（自動体外式除細動器（ＡＥＤ））
112,752

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年７月分　福島区災害対策職員住宅賃貸借経費の支出について
180,000

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 まち魅力推進担当職員市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
1,500

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度５月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
56,480

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度５月分　窓口サービス課・企画総務課用後納郵便料金の支出について
12,866

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年5月分　福島区役所運営事務用＿庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成31年度分）
106,689

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　福島区役所宿日直用寝具一式の借入経費の支出について（令和元年5月分）
12,889

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年5月分　福島区役所運営事務用＿庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について（平成31年度分）
256,798

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年5月分　福島区役所運営事務用＿庁内情報利用パソコン等機器（福島区役所）（２）　一式　長期借入経費の支出について（平成31年度分）
56,405

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年5月分　福島区役所運営事務用＿LGWAN接続系利用パソコン等機器（福島区役所）一式 長期借入経費に係る経費の支出について（平成31年度分）
5,375

福島区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 平成31年度 吹奏楽を通じた音楽文化普及事業にかかる報償金の支払いについて(5月分)
98,080

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度 特別支援教育・発達障がいボランティア事業にかかる報償金の支払いについて(5月分)
303,000

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年度５月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
4,120

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　区役所事業用コピー代金の支出について
143,369

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所下水道使用料（令和元年5月分）における経費の支出について
28,407

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度 企画調整関係業務にかかる通信運搬費の支出について（5月分）
242

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福島区役所運営事務（遠隔手話通訳等）用　ａｕ電話料金の支出について（令和元年５月分）
6,578

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度 企画調整関係業務にかかる通信運搬費の支出について（5月分）
328

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成31年度 学校選択制にかかる新入生の就学に関するアンケートの郵送料の支出について(5月分)
26,481

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 2019年度 校長経営戦略支援予算(区担当教育次長執行枠)_福島区小学校放課後校庭等見守りボランティア事業にかかる報償金の支払いについて(5月分)
64,000
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福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成31年度 企画調整関係業務にかかる通信運搬費の支出について（5月分）
82

福島区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金
平成31年度 校長経営戦略支援予算(区担当教育次長執行枠)福島区中学校体力向上事業にかかる中学校へのゲストティーチャー派遣に伴う経費の支出につい
て_3 34,560

福島区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ふくしまてんこもり2019チラシの印刷経費の支出について
20,000

福島区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 福島区役所 庁舎電気使用料の支出について（令和元年5月分）
743,924

福島区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年5月分　児童・高齢者虐待連絡用携帯電話料金の支出について
3,220

福島区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和元年5月分　産業廃棄物収集運搬処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について
4,465

福島区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和元年5月分　大阪市福島区役所庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について（平成30年6月契約分）
35,709

福島区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和元年5月分　大阪市福島区役所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について
600,480

福島区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
1,144

福島区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年4月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
4,650

福島区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分2回目）
20,000

福島区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分2回目）
2,344

福島区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分2回目）
233

福島区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分2回目）
656

福島区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年度小口支払基金繰入金の支出について（6月分2回目）
8,200

福島区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用職員住宅什器（福島区役所）一式長期借入経費の支出について(2019年5月分)
9,135

福島区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年度５月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
802

福島区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年度 企画調整用市内出張交通費の支出について(4月分)
840

福島区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年度 企画調整用市内出張交通費の支出について(5月分)
1,764

福島区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年4月分　企画総務課（総務）用市内出張交通費の支出について
120

福島区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 区政会議の運営事業用　福島区区政会議議事録作成業務にかかる経費の支出について
23,760

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 平成31年４月分　保険年金事業用コピー代金の支出について
8,219

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（歳出・一般分）の支出について（令和元年6月分）
50,000

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金（歳出・退職）の支出について（令和元年6月分）
1,000

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分2回目）
8,200

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
274,031

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
340,345

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市福島区役所住民情報業務等委託　長期継続契約　にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
2,590,416

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（５月分１回目･口座払）
183,125

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（５月分１回目･口座払）
200,000

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について(５月分１回目･口座払)
420,000

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金（現年還付加算金）の歳入還付について（令和元年6月1回目）
2,300

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（滞納繰越・一般）の歳出還付について（令和元年6月1回目）
1,571,126

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 マイナンバー通知カード・個人番号カードにかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
1,634

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（５月分２回目･口座払）
251,785

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について(５月分２回目･口座払)
808,000

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 窓口サービス課保険年金事務用シュレッダー修繕経費の支出について
43,200

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 令和元年５月分　保険年金事業用コピー代金の支出について
9,387

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
2,064

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
22,971

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
27,633

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
144,946

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
17,005

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
25,582

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
2,910

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
7,708

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険等事務用後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
7,315
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福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後期高齢事務用受取人払後納郵便料金（令和１年5月分）の支出について
11,262

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分）
6,264

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費等(一般)の支出について（５月分３回目･口座払）
148,231

福島区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（５月分３回目･口座払）
100,000

福島区役所 市民協働課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月２回目分）
12,958

福島区役所 市民協働課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（５月２回目分）
600

福島区役所 市民協働課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（５月２回目分）
6,400

福島区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
1,810

福島区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる消耗品（インクカートリッジ外５点）の購入経費の支出について
17,647

福島区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市福島区における新たな地域コミュニティ支援事業の実施にかかる経費の支出について（４月分）
1,280,000

福島区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市立福島区民センター管理運営業務委託料の支出について（４月分）
2,274,926

福島区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
240

福島区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（５月９回目）
1,700

福島区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（５月１０回目）
2,880

福島区役所 市民協働課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯学習推進事業にかかる消耗品（はさみ外１点）の購入経費の支出について
2,505

福島区役所 市民協働課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　福島区地域防災リーダー装備品（上衣ほか８点）にかかる買入経費の支出について
59,400

福島区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民レクリエーション事業（区長杯　第６６回バレーボール大会）における消耗品（ブロンズ）の購入経費の支出について
3,888

福島区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（５月１１回目）
1,560

福島区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（５月１２回目）
2,160

福島区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月２回目）
2,880

福島区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業にかかる交通費の支出について（４月分）
240

福島区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月１回目分）
864

福島区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月１回目分）
254

福島区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月１回目分）
806

福島区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（６月１回目分）
3,800

福島区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（５月２回目）
3,080

福島区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月１回目）
1,800

福島区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（５月３回目）
1,900

福島区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 地域防災対策事業用　地域防災計画（福島区役所）（海老江東地区版）ほか3点　印刷にかかる支出について
183,600

福島区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援担当）にかかる料金後納郵便の支出について（５月分）
2,610

福島区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（地域活動支援担当）にかかる料金後納郵便の支出について（５月分）
246

福島区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
984

福島区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働）にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
15,048

福島区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課職員市内出張交通費の支出について（５月分）
3,020

福島区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度福島区生涯学習推進員会総会における手話通訳派遣にかかる経費の支出について
6,000

福島区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月４回目）
4,680

福島区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 福島区民センター使用料にかかる過年度還付について（６月３回目）
2,600

福島区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業にかかる交通費の支出について（５月分）
360

福島区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習推進事業（ルーム事業）にかかる講師謝礼金の支出について（５月分）
14,000

福島区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理対策用　公用車への高出力放送設備搭載に係る業務委託料の支出について
658,260

福島区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度福島区人権啓発推進協議会総会における手話通訳派遣にかかる経費の支出について
6,000

福島区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業「夏休みヒューマンシアター（あした元気にな～れ！～半分のさつまいも～）」チラシ・ポスター作成費の支出について
35,532

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（特別保育用）６月分の支出について
10,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立海老江保育所消耗品費事業資金（通常保育用）６月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立野田保育所消耗品費事業資金（通常保育用）６月分の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
103,391

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439
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福島区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
30,456

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
57,439

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,330

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,650

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,900

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
21,250

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（平成３１年３月分）
20,500

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について（平成31年4月分）
21,133

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙おむつ代の支出について（平成31年４月分）
7,452

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
15,092

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（平成３１年４月分）
4,800

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,970

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険事業用住宅改修理由書作成費の支出について　（計1件）
2,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
17,408

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
5,446

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
2,646

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,080

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,970

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
920

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
3,844

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
5,740

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,175

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区庁舎を利用した子育て支援事業にかかる講師謝礼5月分の支出について
24,180

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年５月分　ハッピーママ＆プレママ用講師料の支出について
10,400

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,880

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
24,104

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,550

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
37,800

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護扶助費の支出について（総合口座振替）
44,351

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護扶助費の支出について（総合口座振替）
12,882

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和元年度５月分　歯科健康相談事業医師等報償金の支出について
31,010

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる家財処分費の支出について
183,816

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護葬祭扶助にかかる葬祭費の支出について
206,712

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和元年6月分ＢＣＧにかかる医師報償金の支出について
24,710

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和元年５月分乳幼児健診等にかかる報償金の支出について
353,230

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年５月分　美ママ講座講師料の支出について
8,600

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
2,180

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業用等市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
360

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員費用弁償金（第１四半期）の支出について
732,125

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和元年５月分）
11,500

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和元年５月分）
6,354

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400
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福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
26,671

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
5,400

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
2,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員費用弁償金（第１四半期）の支出について
685,875

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）（2回目）
1,969

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）（2回目）
812

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）（2回目）
2,129

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）（2回目）
1,840

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）（2回目）
11,480

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,030

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
130,880

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,982

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）（2回目）
420

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）（2回目）
2,750

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材費の支出について（平成31年４月分）
88,460

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）（2回目）
4,017

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
3,669,619

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
95,256

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
2,164,059

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
30,290

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
30,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
13,990

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
18,444

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる７月定例払い・随時払い（１回目）保護費の支出について
84,500

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費（６月分）にかかる支出について
1,322,900

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
15,938

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
315,028

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
87,193

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,288

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
213,582

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
4,120

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
697

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
6,138

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
457,140

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
12,360

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉）業務にかかる後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
2,342

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 令和元年５月分　介護予防普及啓発事業用「転ばぬ先の貯筋塾」講師料の支出について
8,920

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉事務用消耗品（個別フォルダー外10件）購入経費の支出について
54,556

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,340

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,630

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
11,288

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,530

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,750

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,340
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福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,880

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,750

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,400

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,418

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
13,400

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,250

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,676

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,600

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,042

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,766

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
7,400

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,680

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,600

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,480

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分生活保護業務適正化対策事業にかかる通信運搬費（携帯電話代）の支出について
4,212

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
82

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
3,198

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,214

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
14,148

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和元年5月分
9,046

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和元年5月分
830

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
57,720

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
666

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
738

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
246

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
82

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
3,038

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
23,776

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　受取人　令和元年5月分
11,944

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和元年5月分
48,332

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和元年5月分
3,122

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる料金後納郵便代金の支出について（令和元年5月分）
246

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和元年5月分
826

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険・高齢者福祉担当事務用後納郵便の支出について　差出人　令和元年5月分
164

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福島ハッピー子育てスタート事業用消耗品（クリアファイル1,000冊）購入経費の支出について
83,160

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー代金の支出について（令和元年5月分）
42,480

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について
88,376

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分生活保護業務にかかる通信運搬費（郵便代）の支出について〔受取人払い〕
23,944

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和元年５月分）
20,500

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる紙オムツ代の支出について（令和元年５月分）
20,500

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
54,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護生活扶助にかかる転居移送費の支出について
154,980

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護教育扶助にかかる給食費及び教材費、校外活動費の支出について（令和元年５月分）
85,813

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護介護扶助にかかる住宅改修費の自己負担金の支出について
11,700

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
4,320

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる治療材料費の支出について
36,522
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福島区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護医療扶助にかかる文書料の支出について
3,000

此花区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙　選挙運動費用公費負担分の支出について
60,000

此花区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費にかかる支払いについて（平成31年５月号）
224,621

此花区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費にかかる支払いについて（平成31年５月号）
209,506

此花区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 此花区役所３階市民協働課改修工事にかかる経費の支出について
279,385

此花区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,148

此花区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,378

此花区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 （区庁舎設備維持用）此花区役所庁舎清掃業務委託にかかる委託料の支出について（令和元年５月分）
412,363

此花区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
221,196

此花区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
10,865

此花区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
4,752

此花区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 （一般管理用）平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
246,826

此花区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
3,780

此花区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用、区役所附設会館管理運営事業用及び此花区安全確保事業用　ＡＥＤ（自動対外式除細動器）長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
4,752

此花区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 （ひとり親サポーター事業用）平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（此花区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
3,016

此花区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度未来このはなまちづくり事業にかかる報奨金の支出について（講師謝礼および交通費）
23,260

此花区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費にかかる支払いについて（令和元年６月号）
224,621

此花区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用　ガス料金の支出について（令和元年６月分）
86,172

此花区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（企画総務課一般管理用）の支出について（令和元年５月分）
2,502

此花区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度此花区広報紙企画編集及び印刷業務委託にかかる経費にかかる支払いについて（令和元年６月号）
209,506

此花区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用）の支出について（令和元年５月分）
820

此花区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（選挙事務用）の支出について（令和元年５月分）
3,280

此花区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（令和元年５月）の支出について
1,695

此花区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合調整担当用料金後納郵便料（令和元年５月）の支出について
246

此花区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （一般管理用）令和元年５月分　コピー代金の支出について（請求書６通）
121,547

此花区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）此花区役所で使用する電気（高圧電力ＡＳ）料金の支出について（令和元年５月分）
467,590

此花区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 （区庁舎設備維持用）此花区役所で使用する電気（高圧電力ＡＳ）料金の支出について（令和元年５月分）
10,758

此花区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 映像等による魅力発信事業用　ワイヤレスネットワーク通信料の支出について（令和元年５月分）
4,102

此花区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 事業戦略担当用タブレット使用料（令和元年５月分）の支出について
7,780

此花区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用　市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
42,090

此花区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理用及び選挙用　市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
24,322

此花区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 旅費　普通旅費 一般管理用及び選挙用　市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
860

此花区役所 市民協働課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設開館使用料にかかる還付金の支出について（5/22　会議室　午後　平日）
3,000

此花区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 環境創造プロジェクト（小中学校における環境に関する活動支援事業）にかかる消耗品購入経費の支出について（軽量アルミタープテント）
326,592

此花区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（５月１８日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　決議番号８～１５分）
537

此花区役所 市民協働課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　決議番号８～１５分）
1,944

此花区役所 市民協働課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　決議番号８～１５分）
4,743

此花区役所 市民協働課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 市民協働課各事業用　小口支払基金繰入金の支出について（５月分　決議番号８～１５分）
12,000

此花区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度大阪市生涯学習推進員委嘱式等にかかる交通費の支出について
4,880

此花区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）事業にかかる講師謝礼金の支出について（６月１日実施分）
5,000

此花区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子どもたちの未来のために！！事業における「EXテスト」購入経費の支出について（１学期分）
1,258,800

此花区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 （過年度還付）此花区役所附設会館使用料にかかる還付金の支出について（7/3　会議室　夜間　平日）
1,300

此花区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成３１年５月分）
1,886

此花区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成３１年５月分）
1,476

此花区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用料金後納郵便料の支出について（平成３１年５月分）
3,544

此花区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（危機管理）受取人払料金後納郵便料の支出について（平成３１年５月分）
194
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此花区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業　サポーター報償金の支出について（５月分）
797,302

此花区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 CoCoチャレンジルーム事業　学習指導員の報償金の支出について（５月分）
907,340

此花区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子どもたちの未来のために！！事業　家庭学習サポーターの報償金の支出について（５月分）
187,920

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の前渡資金の支出について（平成31年6月分）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金　６月分支払資金の支出について
40,000

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金　６月分支払資金の支出について
10,000

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和元年５月支給決定分）
186,258

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（平成３１年５月処理分）
500,000

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成３１年５月処理分）
19,780

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 （住民情報事務用）電子レジスター用感熱ロール紙外２点の購入にかかる経費の支出について
52,272

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等にかかる還付加算金（口座）の支出について
1,300

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成３１年５月処理分２回目）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金（口座）の支出について
1,886,677

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（５月分）の支出について
2,858

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務にかかる料金後納郵便料金（５月分）の支出について
41,973

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（平成３１年５月処理分３回目）
420,000

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制アンケート調査にかかる料金後納郵便料金（5月分）の支出について（料金受取人払分）
291

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学通知書等の発送にかかる料金後納郵便料金（4・5月分）の支出について
338

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
323,325

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市此花区役所住民情報等業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,370,114

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（５月分）の支出について
828

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（５月分）の支出について
28,542

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（５月分保険担当返信用）の支出について
14,794

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（５月分）の支出について
201,039

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（５月分）の支出について
8,149

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（５月分管理担当返信用）の支出について
15,170

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和元年６月処理分）
300,000

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（令和元年６月処理分）
142,740

此花区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等用　料金後納郵便料金（５月分）の支出について
56,390

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和元年6月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和元年6月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立酉島保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和元年6月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
198,371

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種にかかる医師報償金の支出について（ＢＣＧ令和元年５月分）
24,710

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診にかかる報償金の支出について（令和元年５月実施分）
24,710

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
161,924

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科医師・歯科衛生士報償金の支出について（令和元年５月９日分）
31,010

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
260,428

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,868

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
206,467

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
129,390

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
28,830

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
72,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
30,440

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
388,800

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料の支出について
320,220

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
529,645
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此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
185,202

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
10,053

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
2,450

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
10,908

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
1,360

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
1,867

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
37,210

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
2,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
7,320

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費の支出について
1,440

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
28,740

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
25,704

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
463,534

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
671,832

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について(平成３０年１２月、平成３１年１月、２月分）
6,284

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス等給付費・高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について(平成３０年１２月、平成３１年１月、２月分）
6,665

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診にかかる報償金の支出について（令和元年５月実施分）
105,140

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診事業にかかる報償金（令和元年５月実施分）の支出について
31,010

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品購入経費（ガムテープ外４１点）の支出について
9,913

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品購入経費（ガムテープ外４１点）の支出について
101,089

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用消耗品購入経費（ガムテープ外４１点）の支出について
1,674

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
1,788

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分２回目）
1,788

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
49,801

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
10,768

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による移送費の支出について
342,662

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
18,740

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費の支出について
10,500

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
6,960

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
154,951

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
12,970

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
9,340

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
222,716

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
511,489

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について
4,400

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について
13,300

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 地域生活支援広域調整等事業（家族教室）に係る講師謝礼金の支出について
9,800

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
11,442

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
78,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
541,408

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
27,247

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による不動産登記費用の支出について
138,780

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第２四半期）
660,795

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第１四半期)の支出について
894,375

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
7,194

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,414

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
164
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此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
3,154

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
28,885

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被服費（おむつ代）の支出について
7,808

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費の支出について
1,850

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
19,030

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
29,031

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による移送費（通院代）の支出について
35,270

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費の支出について
54,330

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
674,738

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる歯科医師・歯科衛生士報償金の支出について（令和元年６月３日分）
31,010

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
4,530

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
1,198

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償(第１四半期)の支出について
848,125

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
984

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
12,140

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
306,850

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
492

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
3,280

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談事業にかかる報償金の支出について（令和元年６月実施分）
62,520

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診にかかる報償金の支出について（令和元年5月実施分）
55,720

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月20日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 令和１年５月分　保健福祉課（地域福祉）事業用　後納郵便料の支出について
5,632

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
957

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張交通費（令和元年５月分）の支出について
4,100

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,200

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
675

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
1,080

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
120,053

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
401,963

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
7,070

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
680

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 平成３１年４月～５月分保健福祉課（地域福祉）にかかる出張旅費の支出について
360

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
45,111

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
47,212

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,978

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,962

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（６月から７月分）
53,400

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について
383,500

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具費の支出について
139,320

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費（ストマ等）の支出について（４月から５月分）
940,253

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業費の支出について
12,600

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業にかかる料金後納郵便料５月分の支出について
294,282

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費７月分資金前渡金の支出について
10,000,000
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此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費７月分資金前渡金の支出について
5,000,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費７月分資金前渡金の支出について
120,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
179,197

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費７月分資金前渡金の支出について
400,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和1年6月分）
10,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診にかかる報償金の支出について（令和元年６月実施分）
24,710

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立高見町保育所にかかる消耗品費事業資金の支出について（令和1年6月分）
30,000

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所にかかる賄材料費の支出について（令和1年6月分）
1,191,350

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
246

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
20,578

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
304

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
5,692

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
1,394

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
5,810

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
9,726

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 保健福祉センター保健事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
82

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）虐待対応用携帯電話の利用料の支出について（令和１年５月分）
3,170

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 保健福祉センター事業用タブレット端末の利用料金（令和元年５月分）の支出について
7,780

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
131,850

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月26日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課(福祉）事務用品購入経費（付箋外１０点）の購入経費の支出について
19,280

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分　第１回目）
13,832

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分　第１回目）
6,109

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
1,066

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
642

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
1,886

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
3,047

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
44,145

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成３１年度コホート検討会（第１回目）にかかる参画医師報償金の支出について
11,360

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分　第１回目）
1,971

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分　第１回目）
449

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
73,323

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
2,402

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
584

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
4,838

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
410

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
112,092

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,696

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
55,439

此花区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金（単価契約）の支出について（令和元年5月分）
16,648

中央区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙事務用市内出張旅費の支出について（４月分２回目）
180

中央区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙事務用市内出張旅費の支出について（４月分２回目）
90

中央区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙事務用市内出張旅費の支出について（４月分２回目）
90

中央区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）（内訳書決議番号21、202、22、23、102、24、25）
432

中央区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）（内訳書決議番号21、202、22、23、102、24、25）
540

中央区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）（内訳書決議番号21、202、22、23、102、24、25）
18,198
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中央区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）（内訳書決議番号21、202、22、23、102、24、25）
447

中央区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）（内訳書決議番号21、202、22、23、102、24、25）
3,746

中央区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器長期借入経費の支出について（5月分）
8,006

中央区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（４月分）
770

中央区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務事務用市内出張旅費の支出について（４月分）
41,218

中央区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和元年５月分）
3,777

中央区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和元年５月分）
338

中央区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区役所ガス使用料の支出について（令和元年５月分）
118

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用インク外１点の購入経費の支出について
190,728

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中長期在留者住居地届出等事務にかかる申請書等発送用後納郵便料金の支出について（５月分）
952

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
114,429

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度中央区総合庁舎にかかる一般廃棄物搬出処理業務の経費の支出について（令和元年５月分）
2,660

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 中央区役所庁舎にかかる清掃業務委託　長期継続（平成３１年３月１日～平成３４年２月２８日）の経費の支出について（令和元年５月分）
367,200

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
171,279

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所デジタル印刷機長期借入業務の経費の支出について（令和元年５月分）
6,534

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報端末借入経費の支出について（令和元年５月）
2,214

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
297,068

中央区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 中央区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（令和元年５月分）
720

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
45,878

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
722,959

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
22,223

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
37,878

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
18,347

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
471,702

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便の支出について（５月分）
1,456

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
64,839

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
1,802

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
3,722

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
1,302

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎電気使用料の支出について（令和元年５月分）
22,693

中央区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 中央区総合庁舎水道料金の支出について（令和元年５月分）
631

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用（総務・住民登録・生活支援・保健担当）コピー代金の支出について（５月分）
87,979

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（５月分）
108,747

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用モバイルwi-fiルータの通信料金の支出について（令和元年５月分）
1,330

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙・参議院議員選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和元年５月分）
328

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙・参議院議員選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和元年５月分）
2,624

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙・参議院議員選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和元年５月分）
7,052

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－受】令和元年５月分）
1,261

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙・参議院議員選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和元年５月分）
82

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙・参議院議員選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和元年５月分）
3,526

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用・統一地方選挙・参議院議員選挙用料金後納郵便料金の支出について（【東－差】令和元年５月分）
3,526

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（５月分）
9,752

中央区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（常用電話）の支出について（５月分）
3,413

中央区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（令和元年5月分）
488

中央区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画グループにかかる郵送経費（料金後納郵便）の支出について（令和元年5月分）
82

中央区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　中央区広報紙「広報ちゅうおう」全戸配布業務委託（概算契約）経費の支出について（令和元年5月号分）
637,653

中央区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 2019年工業統計調査にかかる郵便料金（後納料金）【受取後納払（調査票）】の支出について（５月分）
194
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中央区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 2019年経済センサス－基礎調査にかかる郵便料金（後納料金）【差出後納払（調査員説明会案内文等）】の支出について（５月分）
2,056

中央区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（５月分）
13,908

中央区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度　中央区広報紙「広報ちゅうおう（５月号から７月号）」企画編集及び印刷業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号分）
686,689

中央区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（５月分）
341,640

中央区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料（戸籍広域用）の支出について（５月分）
3,404

中央区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（５月分）
30,640

中央区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 中央区役所電話使用料の支出について（５月分）
10,724

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（一般・６月分）
100,000

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金の支出について（マル退・６月分）
3,000

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出一般)の支出について　５月分４回目
305,702

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出一般)の支出について　５月分５回目
398,931

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月10日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出一般)の支出について　５月分６回目
373,982

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（令和元年５月第１回支給決定分）
65,729

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出一般)の支出について　５月分７回目
398,430

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（令和元年５月第２回支給決定分）
120,852

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
1,368

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出一般・還付加算金)の支出について　６月分１回目
24,400

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（令和元年６月第１回支給決定分）
158,859

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出一般)の支出について　６月分１回目
1,533,391

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費の支出について（令和元年６月第２回支給決定分）
171,659

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和元年６月第１回支給決定分）
350,000

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 個人番号カード交付事務にかかる交付通知書等発送用料金後納郵便の支出について（令和元年５月分）
2,498

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学事務にかかる就学通知書等発送用料金後納郵便の支出について（令和元年５月分）
164

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について(５月分・東局)
34,568

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について(５月分・南局)
89,427

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について(５月分・東局)
203,629

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用料金受取人払郵便料金の支出について(５月分・東局)
56,019

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険徴収事務用後納郵便料金の支出について(５月分・南局)
37,474

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金還付金　(歳出一般)の支出について　６月分２回目
372,339

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：５月分）
680

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事務用コピー代金の支出について（５月分）
19,506

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：５月分）
3,706

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険資格・賦課事務用受取人払郵便料金の支出について（５月分）
38,058

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：５月分）
143,104

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：５月分）
10,004

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：５月分）
29,306

中央区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険・後期高齢者医療保険（資格・賦課）・国民年金事務用後納郵便料金の支出について（東局：５月分）
2,520

中央区役所 市民協働課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（４月分）
1,917

中央区役所 市民協働課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（４月分）
1,515

中央区役所 市民協働課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課における単価契約に基づく事務用コピー代金の支出について（４月分）
7,658

中央区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度中央区放置自転車啓発指導等業務委託実施経費の支出について（４月分）
170,100

中央区役所 市民協働課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度大阪市中央区地域活動協議会補助事業に係る補助金の支出について（愛日地域活動協議会）
3,630,280

中央区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 「橋洗いブラッシュアップ大作戦～戎橋～」における橋梁上清掃作業物品搬送業務経費の支出について
23,760

中央区役所 市民協働課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所附設会館管理運営事業にかかる指定管理者への業務代行料の支出について（第１回分）
22,294,854

中央区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度中央区放置自転車啓発指導等業務委託経費の支出について（５月分）
170,100

中央区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度にぎわい　ＷＡＩ・わいねっと事業にかかる分担金の支出について
5,000,000

中央区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（５月分）
556
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中央区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
984

中央区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,394

中央区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
4,592

中央区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災関係事業用料金受取人払郵便料金の支出について（５月分）
4,466

中央区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働グループにかかる料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,378

中央区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和元年度学校選択制アンケート実施に係る後納料金（受取人払）の支出について（東郵便局・令和元年５月分）
16,587

中央区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館既納使用料の還付について（５月受付分）
26,840

中央区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（５月分）幼稚園
10,460

中央区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度　発達障がいサポート事業に伴うサポーターに係る報償金の支出について（５月分）小中学校
250,900

中央区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度　外国籍児童生徒サポート事業に係る報償金の支出について（５月分）
235,400

中央区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館既納使用料の還付について（６月９日受付分）
1,800

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 中央区保健福祉センター事業用普通自動車長期借入経費の支出について（平成31年4月分）
43,740

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成31年度市立保育所消耗品費（特別保育用）の支出について（６月分）
10,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談及び3歳児2次健診（眼科・耳鼻科）にかかる報償金の支出について（平成31年4月分）
62,520

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成31年度市立保育所消耗品費（通常保育用）の支出について（６月分）
30,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,700

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,859

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（妊娠検査料）の支出について
3,750

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
10,930

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（家財処分代）の支出について
570,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
47,520

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
27,120

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,686

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
24,940

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
1,280

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
89,240

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
4,280

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
5,970

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 平成31年度結核医療費公費負担事業（37条）用出張旅費の支出について（4月分）
1,448

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
6,320

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
23,220

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
60,734

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
16,573

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
11,770

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
433,920

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
21,470

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
14,792

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
32,300

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
5,940

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 平成31年度市立保育所にかかる給間食費の支出について（６月分）
876,150

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
25,200

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
35,928

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
16,740

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
7,450

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
105,706

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,000
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中央区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
11,200

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
14,231

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
48,889

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
59,686

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
10,950

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について
24,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について
21,712

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
58,680

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
3,961

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 平成31年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（4月分　その２）
720

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（4月分　その１）
1,187

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
8,792

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
52,502

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,460

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
25,798

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
42,086

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
24,786

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費　介護扶助（福祉用具）の支出について
10,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
10,360

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
6,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
39,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
10,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
7,178

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
178,600

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について
8,687

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
26,680

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
98,600

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費　措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
79,909

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 3ヶ月児健診にかかる報償金の支出について（平成31年4月分）
98,840

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６ヵ月児健診にかかる報償金の支出について（平成31年4月分）
105,140

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
2,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,500

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
3,300

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
600

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
280

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
8,546

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児施設給付費の支出について
10,040

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
60,200

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
700

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
1,440

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰越金の支出について（５月分　内訳決議番号４０３）
15,300

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料・検診料）の支出について
4,320

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,700



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
600

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
4,300

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
5,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
12,509

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
100

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉グループ）業務用コピー代の支出について（５月分）
1,300

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・内訳決議番号４０２）
1,100

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・内訳決議番号４０２）
3,400

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 中央区保健福祉センター事業用普通自動車長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
43,740

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期分）の支払いについて
942,500

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
9,667

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和元年７月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
12,000,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
2,772

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
28,969

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和元年７月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
8,000,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和元年７月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
150,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
22,800

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　教育扶助の支出について
3,300

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
18,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
11,970

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和元年７月分生活保護費資金前渡金（定例・随時払１回目）の支出について
200,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期分）の支払いについて
885,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
1,414

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
164

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
174

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
1,422

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
4,174

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
656

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
3,116

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
1,250

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
410

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
24,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
183,104

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
30,045

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
2,600

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
984

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（引越し代）の支出について
118,800

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
4,278

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
25,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和元年5月分）
246

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業にかかる報償金の支出について（令和元年5月分）
49,420

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（令和元年5月分）
6,300

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和元年5月分）
7,777

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
6,442
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中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和元年5月分）
864

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
12,094

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
8,292

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
234,827

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
2,306

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
492

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
4,756

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診にかかる報償金の支出について（令和元年5月分）
105,140

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科健診にかかる報償金の支出について（令和元年5月分）
31,010

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診にかかる報償金の支出について（令和元年5月分）
98,840

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 発達相談及び３歳児２次健診にかかる報償金の支出について（令和元年5月分）
62,520

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診にかかる報償金の支出について（令和元年5月分）
129,850

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業実施用後納郵便料の支払いについて（令和元年5月分）
20,386

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
2,986

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
2,389

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・東局分）
164

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
123,642

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
20,500

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
3,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報償費　報償金 区地域自立支援協議会にかかる視覚障がい者に対するガイドヘルパー派遣経費の支出について（令和元年6月11日開催分）
8,023

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
140,917

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
11,750

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（装具代）の支出について
42,600

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
9,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（文書料）の支出について
4,320

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（めがね代）の支出について
93,900

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
191,916

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年度各種保健事業実施用市内出張交通費の支出について（5月分）
4,677

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）決議番号3～6
540

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）決議番号3～6
5,000

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）決議番号3～6
300

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 自立支援事業用　身体障がい者(児)補装具費の支出について（代理受領方式）
244,592

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業用　重度障がい者日常生活用具給付等にかかる支出について（代理受領方式）
114,293

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
245,095

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（就労移行支援交通費）の支出について
960

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
29,573

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（おむつ代）の支出について
1,509

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　生活扶助（リバースモーゲージ根抵当権設定登記）の支出について
81,900

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　医療扶助（通院交通費）の支出について
240

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費　葬祭扶助（葬祭費）の支出について
235,396

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）決議番号3～6
2,460

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉グループ）料金後納郵便料の支出について（５月分・南局分）
147,665

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）決議番号3～6
1,069

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（５月分）の支出について
4,090

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用受取人払後納郵便料金の支出について（５月分）
16,592

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
46,174

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）コピー代金（５月分）の支出について
2,045
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中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,742

中央区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業所等支援事業費（住宅改修支援費）の支出について
2,000

西区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度新聞未購読世帯への西区広報紙配付業務にかかる委託経費の支出について（令和元年5月号）
119,892

西区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 大阪市非常勤職員公務災害等補償条例に基づく療養補償（平成30年11月協会けんぽ、本人支払分）（森口整形外科）の支出について
27,734

西区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（平成31年5月号）
259,610

西区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西区広報紙企画編集業務にかかる委託経費の支出について（平成31年5月号）
270,000

西区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙民間従事者報酬の支出について
13,000

西区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる市内等出張交通費の支出について
3,156

西区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙民間従事者報酬の支出について
6,500

西区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる市内等出張交通費の支出について
1,577

西区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙民間従事者報酬の支出について
6,500

西区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる市内等出張交通費の支出について
1,577

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる帰宅用タクシー代の支出について
2,720

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる帰宅用タクシー代の支出について
1,500

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（運転手）の使用）の支出について
50,000

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（自動車）の使用）の支出について
137,700

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（自動車）の使用）の支出について
66,636

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（運転手）の使用）の支出について
112,500

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（自動車）の使用）の支出について
142,200

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（燃料）の使用）の支出について
11,737

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（燃料）の使用）の支出について
15,493

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（運転手）の使用）の支出について
112,500

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（自動車）の使用）の支出について
65,880

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（運転手）の使用）の支出について
60,000

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（運転手）の使用）の支出について
62,500

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（燃料）の使用）の支出について
17,579

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（運転手）の使用）の支出について
30,000

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（自動車）の使用）の支出について
74,520

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる帰宅用タクシー代の支出について
1,360

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる帰宅用タクシー代の支出について
750

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる帰宅用タクシー代の支出について
1,360

西区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 平成31年４月７日執行の統一地方選挙にかかる帰宅用タクシー代の支出について
750

西区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（ポスター・ビラの作成）の支出について
643,280

西区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（ポスター・ビラの作成）の支出について
800,852

西区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（ポスター・ビラの作成）の支出について
721,200

西区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（ポスター・ビラの作成）の支出について
800,852

西区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（選挙運動用自動車（運転手）の使用）の支出について
112,500

西区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年４月７日執行統一地方選挙選挙運動費用公費負担分（ポスター・ビラの作成）の支出について
741,344

西区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西区広報紙企画編集業務にかかる委託経費の支出について（令和元年6月号）
270,000

西区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
3,045

西区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,706

西区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成31年度西区広報紙折込広告業務にかかる経費の支出について（令和元年5月号）
146,884

西区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 教育コミュニティ育成用平成31年度西区生涯学習ルーム事業の業務委託にかかる経費の支出について
288,652

西区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
380

西区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 統計調査用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
574

西区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用料金後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
982

西区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 公務災害休業補償等決定のための資料に対する費用の支出について
5,500
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西区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成31年度西区広報紙折込広告業務にかかる経費の支出について（令和元年6月号）
146,884

西区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度西区広報紙印刷業務にかかる経費の支出について（令和元年６月号）
255,792

西区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
7,175

西区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
3,030

西区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
492

西区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,960

西区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
3,784

西区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西区「小学校区教育協議会－はぐくみネット－」事業の業務委託にかかる経費の支出について
408,432

西区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区生涯学習ルーム事業・地域連携支援講座にかかる講師謝礼金の支出について（５月分）
47,500

西区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎維持管理用電気料金の支出について（令和元年５月分）
805,441

西区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 障がい福祉サービス等事業用iOS搭載タブレット端末長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
11,994

西区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
132,640

西区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度LGWAN接続系利用パソコン等機器（西区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,006

西区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン用カラープリンタ長期借入の経費の支出について（５月分）
9,720

西区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 大阪市非常勤職員公務災害等補償条例に基づく療養補償（平成30年12月、平成31年１月、２月、３月森口整形外科分）の支出について（代理受領方式）
306,070

西区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各課事務用コピー代の支出について（令和元年５月分）
177,481

西区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
256,214

西区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度西区役所庁舎内ケーブルテレビ視聴料の支出について（５月分）
1,620

西区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度総務課事務用点字プリンタ等一式の再リース経費の支出について（５月分）
4,482

西区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（西区）一式長期借入経費の支出について（５月分）
3,016

西区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 大阪市非常勤職員公務災害等補償条例に基づく休業補償の支出について
1,124,550

西区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 西区発達障がい等サポート事業にかかるサポーター活動報償金等の支出について（令和元年5月分）
450,764

西区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業訓練を目的とした西区役所庁舎清掃業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分）
434,808

西区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西区総合庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（５月分）
8,987

西区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西区総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（５月分）
8,701

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（６月分）
80,000

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付支払資金の支出について（６月分）
20,000

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
340,904

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
150,000

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
40,000

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
19,400

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険保険給付金（出産育児一時金）の支出について
420,000

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について
2,612,010

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付金の支出について
766,891

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（令和元年5月分）の支出について
5,410

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 特別永住者関係事務にかかる後納郵便料金（令和元年5月分）の支出について
2,250

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍関係事務にかかる後納郵便料金（令和元年5月分）の支出について
102,364

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学関係事務にかかる後納郵便料金（令和元年5月分）の支出について
23,473

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用デジタル複写機コピー料金（5月分）の支出について
16,519

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理担当）5月分郵送料（文書収受用）の支出について
71,319

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理担当）5月分郵送料（文書発送用）の支出について
267,930

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和元年５月分郵送料（発送用）の支出について
14,880

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和元年５月分郵送料（発送用）の支出について
77,654

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和元年５月分郵送料（発送用）の支出について
13,712

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和元年５月分郵送料（発送用）の支出について
21,252

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和元年５月分郵送料（収受用）の支出について
32,176

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和元年５月分郵送料（発送用）の支出について
30,030
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西区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険担当）令和元年５月分郵送料（発送用）の支出について
2,264

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 就学事務用市内等出張旅費の支出について（５月分）
282

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（令和元年5月分）
470,930

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西区役所住民情報業務等委託における業務委託料の支出について（令和元年5月分）
3,818,065

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険の療養費一般分の支出について
230,733

西区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険保険給付金（葬祭費）の支出について
150,000

西区役所 地域支援課 令和元年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平成30年度区役所附設会館既納使用料の還付における過年度支出について
217,000

西区役所 地域支援課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
900

西区役所 地域支援課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 「種から育てる地域の花づくり支援事業」に係る培養土他22点の買入経費の支出について
246,769

西区役所 地域支援課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年度防災対策事業にかかる市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
1,440

西区役所 地域支援課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年度特定空家等対策推進事業にかかる市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
920

西区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策用携帯電話料金の支出について（５月分）
6,485

西区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
224,150

西区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
30,853

西区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
3,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助（移送費）の支出について
10,110

西区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
85,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和元年度児童手当給付費６月定例支給（区執行分）の支出について（窓口払い分）
40,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
58,846

西区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助（移送費）の支出について
56,200

西区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
223,760

西区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（特別保育）の支出について（令和元年6月分）
10,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金（通常保育）の支出について（令和元年6月分）
60,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
162,482

西区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
53,130

西区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
16,978

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
4,200

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
19,160

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,460

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
704

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,200

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
864

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
100

西区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
291

西区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助（移送費）の支出について
17,410

西区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
90,919

西区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 平成31年4月3日開催　平成31年度大阪市介護認定審査会委員委嘱状伝達式及び西区認定審査会委員連絡協議会委員報酬の支出について
331,500

西区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 平成31年4月3日開催　平成31年度大阪市介護認定審査会委員委嘱状伝達式及び西区認定審査会委員連絡協議会費用弁償費の支出について
3,880

西区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
408,240

西区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
62,792

西区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
232,436

西区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
44,740

西区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
28,820

西区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
84,862

西区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務に係る後納郵便料金、受取人払郵便料金の支出について（令和元年5月分）
195,583

西区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費事業資金の支出について（令和元年6月分）
1,570,850
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西区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
255,420

西区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による７月分生活保護費の支出について
8,000,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による７月分生活保護費の支出について
5,000,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による７月分生活保護費の支出について
150,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による７月分生活保護費の支出について
300,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業の支出について（代理受領方式）
351,843

西区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助（移送費）の支出について
24,780

西区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和元年度　ママのスタイルアップ講座～骨盤調整＆ウォーキング～（春コース）にかかる報償費の支出について
17,200

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 令和元年度西区地域福祉活動支援事業「てをつなごう」にかかる傷害保険への加入経費の支出について
16,000

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第1四半期）の支出について
1,034,750

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
18,430

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
41,102

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
26,828

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
39,410

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について
210,018

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
55,308

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
29,990

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
217,210

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第1四半期）の支出について
973,500

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用デジタル複写機コピー料金の支出について（令和元年５月分）
2,773

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（５月分）の支出について
45,198

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金受取人払後納郵便料（５月分）の支出について
12,787

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（５月分）の支出について
4,868

西区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険事務文書発送用後納郵便料（５月分）の支出について
246

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
82

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
512

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（５月２４日実施分）
74,130

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
328

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
17,260

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
82

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
902

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
246

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
1,554

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
584

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
515,230

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
26,514

西区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 母子保健事業等文書発送にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
164

西区役所 きずなづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 きずなづくり課事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
7,344

西区役所 きずなづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 きずなづくり課事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,102

港区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）【４月分】
91,000

港区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
33,859

港区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）（４月分）
46,098

港区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）（４月分）
35,727

港区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
10,661

港区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
5,329

港区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
5,329

港区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）（４月分）
32,267
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港区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）（４月分）
43,794

港区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（令和元年５月号）
363,960

港区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度港区広報板ポスター掲出等業務委託の経費の支出について（５月分）
45,500

港区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙用投開票所用物品搬出入用トラック借上経費の支出について
172,260

港区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙用投開票所用物品搬出入用トラック借上経費の支出について
86,130

港区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙用投開票所用物品搬出入用トラック借上経費の支出について
86,130

港区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,404

港区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
6,200

港区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（田中小学校区）（5月分）
63,328

港区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（港晴小学校区）（5月分）
32,267

港区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（三先小学校区）（5月分）
43,794

港区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（八幡屋小学校区）（5月分）
35,727

港区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務にかかる支出について（平成31年4月分）
475,335

港区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる選挙事務報償金の支出について（口座振替不能による再支出）
8,000

港区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（磯路小学校区）（5月分）
46,098

港区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（弁天小学校区）（5月分）
91,000

港区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度港区広報紙編集等業務にかかる委託料の支出について（令和元年6月号）
363,960

港区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（南市岡小学校区）（5月分）
45,520

港区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（池島小学校区）（5月分）
29,750

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 区災害対策用職員住宅事務用電話通話料の支出について（令和元年5月分）
2,972

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和元年５月分）
363,744

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系パソコン等機器（港区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年度5月分）
13,495

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びＡＥＤ収納ケース賃借料の支出について（長期借入令和元年５月分）
5,392

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）及びＡＥＤ収納ケース賃借料の支出について（長期借入令和元年５月分）
2,692

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成31年度５月分）
18,098

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年度5月分）
151,094

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年度５月分）
3,838

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（港区役所）長期借入経費の支出について（平成31年度５月分）
36,504

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成31年度５月分）
324,499

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成26年度　庁内情報利用パソコン等機器（港区役所）一式　長期借入経費の支出について（平成31年度5月分）
8,964

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和元年５月分）
44,496

港区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 大阪市港区役所庁舎清掃業務委託 長期継続にかかる委託料の支出について（令和元年５月分）
23,760

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用コピー料金の支出について（令和元年５月分）
120,244

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（5月分）（地活協）
32,000

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（5月分）（コミ協）
2,600

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（5月分）（コミ協）
5,000

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（市岡小学校区）（5月分）（コミ協）
1,700

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和元年５月分）
6,958

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（波除小学校区）（5月分）（地活協）
95,000

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度地域課題解決型「広報みなと」配布事業にかかる委託料の支出について（築港小学校区）（5月分）（地活協）
50,000

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について
60,080

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和元年５月分）
851

港区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区役所産業廃棄物収集運搬処分業務委託料の支出について（令和元年５月分）
454

港区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（5月号）（港区役所）概算印刷にかかる経費の支出について
480,224

港区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和元年５月分）
4,724

港区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（2回目）
112,500

港区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和元年５月分）
577
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港区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 区役所一般廃棄物収集運搬業務委託料の支出について（令和元年５月分）
308

港区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和元年5月分）
163,810

港区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和元年５月分）
224,880

港区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 国道４３号車いす横断支援業務委託の経費の支出について（５月分）
5,400

港区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度宿直員用寝具の借入経費の支出について（令和元年５月分）
10,152

港区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和元年5月分）
20,038

港区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和元年５月分）
30,152

港区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用水道料金の支出について（令和元年5月分）
10,700

港区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 区役所庁舎内事務用電話通話料の支出について（令和元年５月分）
16,100

港区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所フロアマネージャー派遣業務にかかる支出について（令和元年5月分）
475,335

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 港区災害対策用職員住宅の借上げ経費の支出について（令和元年７月分）
110,000

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各担当事業用　市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
51,720

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和元年5月分）
581,704

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,556

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合政策・公民連携グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
10,667

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合政策・公民連携グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
3,936

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合政策・公民連携グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
784

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合政策・公民連携グループ事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
328

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発及び事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
956

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発及び事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
4,182

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和元年5月分）
71,158

港区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 区役所庁舎内事務用電気料金の支出について（令和元年5月分）
37,997

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（平成３１年１月２４日使用料領収分）
10,080

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度不登校児童生徒アウトリーチ型支援事業（別室登校等サポーター）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年４月分）
96,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度学校ボランティア事業（別室登校等サポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年４月分）
14,400

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度学校ボランティア事業（発達障がいサポート）サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年４月分）
120,160

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度　学校ボランティア事業(個別に区長が認めるサポ－ト)サポーター配置にかかる報償金の支出について（平成31年４月分）
11,244

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（平成３１年３月６日使用料領収分）
1,560

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（平成３１年１月１５日使用料領収分）
1,800

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（平成３１年１月２０日使用料領収分）
2,160

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（平成３１年３月５日使用料領収分）
20,160

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港近隣センター）にかかる使用料還付金の支出について（平成３１年２月２１日使用料領収分）
2,700

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（平成３１年３月２５日使用料領収分）
1,300

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度　港区サードプレイス事業（こどもの居場所づくり）にかかる報償金の支出について（令和元年5月18日分）
1,874

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 SC（スクールカウンセラー）による講演会「Well-being 満たされること」にかかる講師謝礼の支出について
9,980

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金(令和元年５月分)の支出について
82

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金(令和元年５月分)の支出について
200

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度港区役所附設会館（港区民センター及び港近隣センター）管理運営業務にかかる業務代行料の支出について（上半期分）
25,262,464

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度　港区レインボーカフェ３７１０手話ボランティア謝礼金の支出について（令和元年５月分）
3,311

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 甲種防火管理新規講習受講にかかる受講料等の支出について
200

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理新規講習受講にかかる受講料等の支出について
8,000

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館（港区民センター）にかかる使用料還付金の支出について（平成３１年３月８日使用料領収分）外１件
4,320

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　啓発指導員による放置自転車対策業務委託経費の支出について（５月分）
48,685

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防犯啓発事業用　携帯電話料金の支出について（５月分）
5,771

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
246

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
2,842

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
280
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港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
820

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
552

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
4,352

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
2,160

港区役所 協働まちづくり推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働まちづくり推進課関係事業にかかる後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について
7,380

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般分）６月分の窓口支払資金の支出について
50,000

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（退職分）６月分の窓口支払資金の支出について
10,000

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金にかかる還付加算金（現年）の支出について
9,000

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
2,317,125

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（平成３１年４月分）
271,599

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市港区役所住民情報業務等委託料の支出について（平成３１年４月分）
2,305,257

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成31年5月審査分国民健康保険にかかる療養費（一般）の支出について
850,749

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３１年５月審査分国民健康保険（葬祭費）の支出について
200,000

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
3,760

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
57,912

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和1年5月分）
10,842

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
17,654

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和1年5月分）
34,499

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和1年5月分）
37,863

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
61,594

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和1年5月分）
33,667

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理グループ）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
163,398

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納金にかかる還付加算金（現年）の支出について
13,600

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金にかかる歳出還付金（一般分）の支出について
1,781,020

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和1年5月分）
8,363

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和1年5月分）
32,581

港区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業に係る後納郵便料金の支出について（令和1年5月分）
29,294

港区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（令和元年5月分）
49,420

港区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 八幡屋保育所にかかる令和元年6月分消耗品費（特別保育）の支出について
10,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所（2か所）にかかる令和元年6月分消耗品費（通常保育）の支出について
60,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
86,460

港区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
2,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる就労自立給付金の支出について（1件）
23,616

港区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１２件）
47,720

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
36,900

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
187,652

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,450

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,900

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１５件）
180,380

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかるオムツ代の支出について（１件）
2,720

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
9,742

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
1,260

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１４件）
56,720

港区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法にかかる葬祭料金の支出について（２件）
452,020

港区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる施設入所サービス・短期入所サービス料の支出について（２件）
51,240

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
14,085

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
53,448
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港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
8,174

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
272,423

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
63,285

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
5,816

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
61,308

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,130

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

港区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（８件）
32,870

港区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
240,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区民健康アップ事業（令和元年６月17日　ウォーキングイベント）市民活動行事保険料の支出について
1,500

港区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
8,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,916

港区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分・食糧費４名分）
128

港区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
4,050

港区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる進学準備給付金の支出について（3件）
300,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
406

港区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）（うち食糧費19人分を含む）
298

港区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・タクシー）
3,840

港区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（５件・バス）
5,680

港区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１１件・電車）
16,394

港区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１７件・タクシー）
131,090

港区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成金の支出について
324,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
46,440

港区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（８件）
32,120

港区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（令和元年6月3日午前分）
31,010

港区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業　歯科健康相談報償金の支出について（令和元年6月3日午後分）
31,010

港区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
98,407

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
218,917

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
8,900

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
27,545

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
307,364

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,374

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（２４件）
572,072

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業　BCG接種医師報償金にかかる支出について（令和元年6月分）
49,420

港区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査事業　乳幼児健康診査等にかかる報奨金の支出について（令和元年５月分）
266,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和元年7月分）
18,000,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和元年7月分）
9,500,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和元年7月分）
150,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和元年7月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和元年7月分）
300,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
172,757

港区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所（2か所）にかかる令和元年6月分賄材料費の支出について
1,158,200

港区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,078

港区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
57,217

港区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,830
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港区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（７件）
27,580

港区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療治療材料費等の支出について（１４件）
330,248

港区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 DOTS事業　第1回コホート検討会参画医師報償金にかかる支出について
14,160

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（令和元年５月分）
1,640

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（4件）
356,100

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる引越代の支出について（1件）
86,400

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の資金前渡金の支出について（令和元年６月分）２回目
800,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（18件）
1,041,158

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる教育扶助費の支出について（1件）
4,030

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法にかかる進学準備給付金の支出について（１件）
100,000

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（令和元年５月分）
600

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健衛生及び地域保健活動担当業務用市内出張旅費の支出について（令和元年５月分）
2,720

港区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護認定審査会事務にかかるコピー料金の支出について（令和元年５月分）
4,558

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 港区福祉事務所運営費にかかる市内出張交通費（5月分）の支出について
1,280

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 ＤＶ相談対応にかかる市内出張交通費（5月分）の支出について
459

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 要保護児童対策にかかる市内出張交通費（5月分）の支出について
2,777

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用消耗品（受付印外16点）の購入経費の支出について
34,192

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
120

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
2,132

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成31年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,097,250

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
320

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
9,594

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 療育手帳交付事務に係る市内出張交通費（5月分）の支出について
110

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 障がい者虐待防止にかかる市内出張交通費（5月分）の支出について
840

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用５月分後納郵便料金の支出について
8,225

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
4,412

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,977

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
244,904

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
104,092

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 老人保護措置業務にかかる市内出張交通費（5月分）の支出について
760

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用５月分後納郵便料金の支出について
2,982

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護担当市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
4,370

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護担当事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
431,194

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（住宅改修１件）
4,299

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる介護扶助費の支出について（福祉用具１件）
1,599

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（４件・バス）
5,880

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１７件・タクシー）
145,500

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１１件・電車）
19,388

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療文書料等の支出について（１５件）
54,860

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療扶助費（不妊手術）の支出について（１件）
67,500

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる医療移送費の支出について（１件・その他）
3,080

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
902

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
164

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
184

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
82

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
738

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
16,111
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港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業等にかかる市内出張交通費（4・5月分）の支出について
1,800

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉事務用５月分後納郵便料金の支出について
44,704

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
3,388

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成31年度　港区民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,047,250

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
410

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉事務用５月分後納郵便料金の支出について
39,608

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 児童福祉司任用前講習会にかかる市内出張交通費（4・5月分）の支出について
760

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用５月分後納郵便料金の支出について
22,816

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
11,752

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 福祉事務用５月分後納郵便料金の支出について
1,292

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 保健衛生事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
82

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 高齢者虐待防止にかかる市内出張交通費（5月分）の支出について
1,340

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
71,494

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 成年後見制度担当者研修にかかる市内出張交通費（5月分）の支出について
460

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 介護用品支給事務にかかる市内出張交通費（５月分）の支出について
820

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 包括的支援事業等関連事業にかかる市内出張交通費（4月分）の支出について
360

港区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉事務用５月分後納郵便料金の支出について
6,992

大正区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　大正区役所庁舎内トイレ消臭芳香設備賃貸借にかかる経費の支出について（4月分）
15,120

大正区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用コピー代の支出について（４月分）
5,599

大正区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用コピー代の支出について（４月分）
2,799

大正区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　消耗品費 統一地方選挙事務用コピー代の支出について（４月分）
2,799

大正区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における投票管理者及び投票立会人報酬の支出について
170,000

大正区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙選挙における選挙立会人及び開票立会人報酬の支出について
52,800

大正区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　費用弁償 統一地方選挙選挙における選挙立会人及び開票立会人報酬の支出について
210

大正区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙選挙における選挙立会人及び開票立会人報酬の支出について
17,600

大正区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における投票管理者及び投票立会人報酬の支出について
85,000

大正区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における投票管理者及び投票立会人報酬の支出について
85,000

大正区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙選挙における選挙立会人及び開票立会人報酬の支出について
17,600

大正区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成３１年４月分)
198,434

大正区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成31年４月分)
36,754

大正区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(平成31年４月分)
3,063

大正区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いにかかる経費の支出について（令和元年６月分）
80,000

大正区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（４月分）
82,929

大正区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用消耗品の購入にかかる経費の支出について（ゴム印５点）
1,009

大正区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における点字解読・手話通訳・選挙公報音訳テープ録音謝礼の支出について
22,430

大正区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における点字解読・手話通訳・選挙公報音訳テープ録音謝礼の支出について
8,714

大正区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における点字解読・手話通訳・選挙公報音訳テープ録音謝礼の支出について
8,714

大正区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における投票所民間事務従事者謝礼の支出について
328,450

大正区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における投票所民間事務従事者謝礼の支出について
164,225

大正区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における投票所民間事務従事者謝礼の支出について
164,225

大正区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（５月分）
19,534

大正区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費等用ガス使用料の支出について（５月分）
2,474

大正区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,640

大正区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動用公費負担金の支出について（３件目／全３件）
815,243

大正区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動用公費負担金の支出について（１件目／全３件）
500,283

大正区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動用公費負担金の支出について（２件目／全３件）
888,347

大正区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用コピー代の支出について（５月分）
6,516
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大正区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（５月分）
85,456

大正区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（５月分）
41,457

大正区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（５月分）
961

大正区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用水道使用料の支出について（５月分）
594

大正区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（５月分）
317,585

大正区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所庁舎清掃業務委託　長期継続（その２）にかかる経費の支出について（５月分）
103,615

大正区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区役所　総合案内業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
618,301

大正区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　大正区役所ケーブルテレビ視聴及び同所要経費の支出について（５月分）
4,790

大正区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大正区役所事務用Wi-Fiルーターの通信契約にかかる経費の支出について（５月使用分）
784

大正区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,502

大正区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,526

大正区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課庶務グループ事務用(一般事務用・広聴事業用・統計調査事業用)後納郵便料金の支出について(５月分)
1,314

大正区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課庶務グループ事務用(一般事務用・広聴事業用・統計調査事業用)後納郵便料金の支出について(５月分)
658

大正区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課庶務グループ事務用(一般事務用・広聴事業用・統計調査事業用)後納郵便料金の支出について(５月分)
164

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策職員住宅の家賃支払いにかかる経費の支出について（令和元年７月分）
80,000

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用コピー代の支出について（５月分）
89,371

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（５月分）
60,984

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 大正区役所庁舎管理用電気使用料の支出について（５月分）
478,697

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
36,754

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
217,232

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
10,865

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
198,434

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
5,950

大正区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（大正区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
3,063

大正区役所 政策推進課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（平成31年４月号～平成32年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(４月号)
268,046

大正区役所 政策推進課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付（全額）について（平成31年2月12日受領分）
1,560

大正区役所 政策推進課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大正区役所広報紙「こんにちは大正」企画・編集業務委託にかかる経費の支出について(６月号)
209,520

大正区役所 政策推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報・情報・魅力発信事業用区広報紙(こんにちは大正)点字プリンタリースにかかる経費の支出について(５月分)
27,432

大正区役所 政策推進課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　啓発指導員（サイクルサポーター）による放置自転車対策業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
213,904

大正区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成31年５月号～平成32年４月号）（大正区役所）概算印刷にかかる経費の支出について(６月号)
279,255

大正区役所 政策推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
902

大正区役所 政策推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策用携帯電話代の支出について（５月分）
10,133

大正区役所 政策推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
392

大正区役所 政策推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
1,640

大正区役所 政策推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
22,432

大正区役所 政策推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
1,148

大正区役所 政策推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
120

大正区役所 政策推進課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金（５月分）の支出について（地域防災対策事業外６事業）
410

大正区役所 政策推進課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 令和元年度地域防災対策事業地域防災リーダーのボランティア活動保険加入にかかる経費の支出について（6月28日加入）
1,200

大正区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策推進課担当業務用市内出張交通費（４月分）の支出について
7,552

大正区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課政策推進グループ(広報事業、ものづくり事業及びＭｕｓｉｃ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｔａｉｓｈｏ)後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
82

大正区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課政策推進グループ(広報事業、ものづくり事業及びＭｕｓｉｃ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｔａｉｓｈｏ)後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
7,950

大正区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課政策推進グループ(広報事業、ものづくり事業及びＭｕｓｉｃ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｔａｉｓｈｏ)後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
140

大正区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大正区広報紙「こんにちは大正」（平成31年４月号～平成32年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(５月号)
267,116

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付支払資金の支出について（６月分）
40,000

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出退職）還付支払資金の支出について（６月分）
10,000

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について(平成31年4月分)
351,768
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大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について(平成31年4月分)
2,341,912

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
360

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（平成３１年４月分）
12,400

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
460

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（平成３１年４月分）
44

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

令和元年５月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
883,680

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
14,420

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金（歳出一般）還付金の支出について
1,391,821

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務における後納郵便料の支出について（５月分）
488

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
351,768

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務における後納郵便料の支出について（５月分）
45,868

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市大正区役所住民情報業務等委託契約にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
2,341,912

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,411

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
1,144

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（令和元年５月分）
2,000

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（令和元年５月分）
9,400

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
27,154

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
16,362

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
22,982

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
460

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（令和元年５月分）
2,426

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用コピー代金の支出について（令和元年５月分）
1,676

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
32,786

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
169,569

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和元年５月分　国民健康保険療養費の支出について
399,544

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和元年５月分　国民健康保険葬祭費の支出について
1,000,000

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
23,021

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
31,534

大正区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
22,391

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（特別保育用）の支出について（６月分）
10,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立大浪保育所・市立大正保育所に対する消耗品費事業資金（通常保育用）の支出について（６月分）
60,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-24
9,432

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-7
81,962

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33-3
22,042

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-4
187,697

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-17
35,640

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-10
181,408

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-22
1,886

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-18
24,840

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-13
147,450

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-14
5,400

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-230
24,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-326　外3件
63,090

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-572　外4件
75,140

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-632
24,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-15
90,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-464　外1件
48,000
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大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-20
72,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
112,612

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
79,886

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
67,980

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
329,400

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
90,379

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
67,855

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
69,577

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
371,080

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
75,829

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材代、給食費）の支出について
328,681

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
91,878

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
7,356

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
24,720

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
8,623

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
91,814

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,290

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
14,040

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
30,240

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
127,120

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
41,720

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,322,674

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３１年４月分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,420

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成３１年４月実施分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
31,010

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金（転宅資金）の支出について
260,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
923

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
4,146

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
18,684

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
1,286

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
1,058

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-15
108,828

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
11,135

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
7,750

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
9,585

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（４月分）
1,420

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支出について（４月分）
87,676

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-23
361,926

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-20
4,192

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
44,327

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
55,501

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
79,172

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
40,665

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
6,491

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
11,555

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
119,310

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
167,616
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大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
16,200

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
28,800

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
102,100

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年４月実施分　母子保健関係事業にかかる報償金の支出について
303,810

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
12,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
403

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-296　外3件
79,290

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-25
17,050

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-332　外2件
60,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-18
192,230

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-764　外1件
35,294

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-818　外1件
46,880

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,640

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）32-27
12,366

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　児童手当給付費の支出について（令和元年６月支払分）
40,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
5,840

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
4,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
2,268

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-19
6,500

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 「高額障がい福祉サービス等給付費」並びに「高額障がい児通所給付費」の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
9,200

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 「高額障がい福祉サービス等給付費」並びに「高額障がい児通所給付費」の支出について（平成30年11月～平成31年2月分）
9,200

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）23-1
180,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
1,879

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
13,519

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
27,060

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
160,394

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和元年５月実施分　ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について
49,420

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
4,899

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立大浪保育所、市立大正保育所に対する賄材料費の支出について（６月分）
1,088,600

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
460

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
1,604

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
1,258

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉（介護保険）関係業務にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
504

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支出について（４月分）（大正中央中学校追加分）
7,488

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（７月１回目）
12,000,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（７月１回目）
6,000,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（７月１回目）
300,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活・住宅・教育・生業扶助費の支出について（７月１回目）
1,700,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和元年５月実施分　母子保健関係事業にかかる報償金の支出について
303,810

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 大正区発達障がいサポーター報償金の支出について（５月分）
272,909

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
25,754

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
246

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,066

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,288

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
338

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-30
67,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-800　外4件
83,678
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大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
3,602

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
82

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
256

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
4,438

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
4,146

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
16,673

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
1,286

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
923

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
4,838

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
19,057

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
5,886

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
36,184

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
1,058

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,804

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
2,444

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
174

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉・介護保険）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,394

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
6,595

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）22-28
43,207

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修）の支出について
12,562

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について
32,076

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
116,582

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
33,130

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
5,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
2,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
800

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
400

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
500

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
3,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月26日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（こども・教育）用電子複写機及び関連消耗品代の支出について（５月分）
1,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）33-4
8,489

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-836
24,400

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-584　外10件
177,938

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について13-43　外1件
41,504

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付にかかる其他扶助金の支出について12-812
22,362

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 障がい福祉サービスの支給決定に伴うケース会議出席に係る管外出張旅費の支出について
5,760

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,206

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
2,542

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
1,066

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償の支出について（第1四半期分）
879,625

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月支出分）
500

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
700

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,300

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
9,100

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
321,927
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大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送費）の支出について
21,210

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
23,955

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
43,410

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
17,379

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
46,745

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
26,360

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
93,399

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
61,523

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
133,900

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
27,113

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
101,475

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費：オムツ代）の支出について
50,995

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
388,803

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
40,870

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
148,381

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
426,038

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費）の支出について
4,700

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
885,130

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
574

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
92

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
666

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
92

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
256

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,148

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
16,408

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,704

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
82

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
3,780

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員及び児童委員にかかる費用弁償の支出について（第1四半期分）
833,375

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
3,198

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
164

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
10,437

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
3,508

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
3,030

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
222,448

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
56,580

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
486

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
9,432

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
164

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和元年度学校選択制実施区保護者アンケートにかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
10,670

大正区役所 保健福祉課 令和元年06月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（こども・教育）事務にかかる後納郵便料の支出について（５月分）
4,326

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所及び天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（4月分）
472,356

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎内トイレの消臭芳香機器及び男子小便器尿石除去剤の借入（長期継続）にかかる経費の支出について（4月分）
8,942

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 一般管理及び選挙用市内出張交通費の支出について（４月分）
11,430

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 一般管理及び選挙用市内出張交通費の支出について（４月分）
1,540

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 一般管理及び選挙用市内出張交通費の支出について（４月分）
770

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 一般管理及び選挙用市内出張交通費の支出について（４月分）
770
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天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　インクジェットプリンター外４品の買入にかかる経費の支出について
40,331

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　事務用品（レジ袋外23品）の買入にかかる経費の支出について
45,202

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用有線放送利用にかかる使用料の支出について（令和元年５月分）
6,480

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成３１年度統一地方選挙にかかる立候補者選挙活動公費負担額の支出について
891,914

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和元年５月分）
8,006

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 「平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入」にかかる支出について（令和元年５月分）
203,574

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和元年５月分）
225,281

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度庁内情報利用パソコン等（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和元年５月分）
11,122

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（天王寺区役所）一式長期借入にかかる支出について（令和元年５月分）
6,032

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成３１年統一地方選挙にかかる当日投票管理者、立会人報酬にかかる再支出について（口座振替不能分）
5,500

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　高速プリンター（天王寺区役所）長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
36,504

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
930

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
5,479

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
82

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用ファックス回線使用料の支出について（５月分）
30,463

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
2,050

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所一般廃棄物収集運搬業務（概算契約）にかかる経費の支出について（5月分）
10,436

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所庁舎産業廃棄物搬出処理業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（5月分）
19,125

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持用　天王寺区保健福祉センター分館機械警備業務（長期継続）契約にかかる経費の支出について（5月分）
4,104

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の就業支援を目的とした大阪市天王寺区役所及び天王寺区保健福祉センター分館清掃業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（5月分）
472,356

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持用　天王寺区役所宿直用寝具賃借業務契約にかかる経費の支出について（4・5月分）
22,680

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度天王寺区広報紙印刷業務にかかる所要経費の支出について（6月号分）
439,797

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成31年度天王寺区広報紙新聞折込広告業務（概算契約）にかかる所要経費の支出について（6月号分）
263,271

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度天王寺区広報紙企画編集業務委託にかかる所要経費の支出について（6月号分）
291,600

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 天王寺区広報事務用点字プリンタ等一式長期借入にかかる所要経費の支出について（5月分）
26,676

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用天王寺区役所及び天王寺区保健福祉センター分館にかかる電気料金の経費の支出について（４月分）
795,478

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課（広聴広報）における広報事務用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（５月分）
4,101

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話通訳・外国語通訳サービス事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス利用料の支出について（令和元年５月分）
2,378

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 天王寺区庁舎管理及び運営用　天王寺区役所窓口案内業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（5月分）
201,348

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年度統一地方選挙民間従事者報酬再支出について（口座振替不能分）
13,000

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 天王寺区災害対策用職員住宅にかかる賃借料の支出について（令和元年7月分）
95,000

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎設備維持用ケーブルテレビ使用料の支出について（令和元年５月分）
4,730

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 天王寺区役所企画総務課広聴広報事務用具（Ａ３フルカラープリント用紙外９点）の購入にかかる経費の支出について
50,452

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（令和１年５月分）
14,770

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（令和１年５月分）
9,856

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（令和１年５月分）
852

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（令和１年５月分）
1,494

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（令和１年５月分）
514

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（令和１年５月分）
1,533

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（令和１年５月分）
4,953

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用コピー代金の支出について（令和１年５月分）
202,883

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用企画総務課（広聴広報）にかかる後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
529

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,474

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度天王寺区広報紙配付業務委託（概算契約）にかかる所要経費の支出について（6月号分）
114,131

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用LINE@サービス使用料にかかる経費の支出について(令和元年５月分)
5,400

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
246

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
922
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天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 区役所事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,936

天王寺区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年統一地方選挙選挙活動公費負担にかかる再支出について（口座振替不能分）
762,012

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 天王寺区校長経営戦略支援予算「日本一の文教『都市』推進事業」外部指導者等招聘事業にかかる所要経費の支出について（高津中学校・５月チューバ指導）
11,860

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
442,000

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（平成３１年２月２７日分、８月２８日分）
2,600

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（平成３１年７月２７日分）
1,560

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 校庭等の芝生化事業　芝生化にかかる水道料金の支出について（令和元年5月検針分・桃陽健康広場）
1,247

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和元年６月２２日分）
2,160

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和元年６月２３日分、７月２０・２８・３０日分）
7,080

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和元年８月２２・２９日分）
3,600

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和元年７月１６日分）
1,300

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度味原小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（6月4日実施分）
6,000

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 天王寺区　グローバル人材育成事業（天王寺区「多文化・国際理解教室」）公募型企画提案における事業者選定に係る委員報酬の支出について
55,580

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和元年５月分）
3,128

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和元年５月分）
246

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和元年５月分）
120

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和元年５月分）
396

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和元年５月分）
492

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和元年５月分）
4,024

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事務用後納郵便料金の支出について(令和元年５月分）
82

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（平成３１年４月５日分、令和元年５月１０日分、６月２８日分）
5,400

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和元年７月１・２９日分）
3,600

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和元年５月２５日分）
2,160

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業用携帯電話料金の支出について（5月分）
1,421

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こどもの居場所における学び・生活サポーター報償金の支出について（５月分）
28,120

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度五条小学校生涯学習ルーム講師謝礼金の支出について（５月分）
19,000

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業におけるサポーター報償金の支出について（5月分）
187,162

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 発達障がいサポート事業にかかる傷害保険・賠償責任保険加入経費の支出について
200

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 発達障がいサポート事業にかかる傷害保険・賠償責任保険加入経費の支出について
3,700

天王寺区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料の還付にかかる支出について（令和元年６月２８日分、７月２６日分、８月１２日分、９月２１日分）
7,920

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成31年4月分）
7,889

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 区役所事務用複写機コピー代金の支出について（平成31年4月分）
7,890

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和元年６月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
100,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

令和元年６月分葬祭費、出産育児一時金支払資金の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（６月分支払資金、一般及び退職者）
55,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金の支出について（６月分支払資金、一般及び退職者）
5,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所住民情報業務等委託契約経費の支出について（平成31年4月分）
289,992

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市天王寺区役所住民情報業務等委託契約経費の支出について（平成31年4月分）
3,503,181

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和元年５月分国民健康保険療養費等の支出について
597,501

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍届書到達確認はがき用切手の購入経費の支出について
24,800

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の現年還付加算金（一般分）の支出について（令和元年６月）
2,300

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の現年還付加算金（一般分）の支出について（令和元年６月）
1,907,803

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和元年６月分国民健康保険葬祭費の支出について
450,000

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
7,176

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
64,226

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）にかかる後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
2,342

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
4,019
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天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
73,938

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成31年5月分）
27,268

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
173,154

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（一般分）の支出について（令和元年６月）
238,867

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
41,120

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成31年5月分）
1,800

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（平成31年5月分）
10,480

天王寺区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金業務用後納郵便料金の支出について（平成31年5月分）
14,678

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費特別保育分（令和元年6月分）の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（令和元年6月）の支出について
60,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（５月請求分）
35,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（２・４月分）
20,302

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
58,580

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
108,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
3,150

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
7,936

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
432

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（１月分）
2,941

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）学校給食費の支出について（４月分）
13,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護費（介護扶助金）　福祉用具費（浴槽いす）及び住宅改修費の支出について
14,428

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車・バス・タクシー）の支出について（４月分）
7,320

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（電車）の支出について（２・３月分）
1,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（電車）の支出について（４月分）
1,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭扶助の支出について（５月分）
213,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度児童手当給付費（令和元年６月期窓口払）にかかる支出について
80,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
4,104

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成経費の支出について
2,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活困窮者自立支援事業用インターネット回線使用料の支出について（３・４月分）
2,538

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
379,450

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
7,480

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
10,640

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（５月分）
520

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（腰椎装具）の支出について（５月分）
26,671

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（４月分）
1,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
8,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車・バス）の支出について（４月分）
240

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（平成３１年４月分）
247,840

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
22,350

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
71,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
527,555

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
10,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
20,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（医療扶助金）移送費（退院：タクシー）（３月分）及び入学準備金（５月分）の支出について
4,968
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天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４・５月分）
5,184

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
2,599

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
24,850

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（５月分）
3,900

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（遠近両用眼鏡一式）の支出について（５月分）
35,600

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）移送費（退院：タクシー）（３月分）及び入学準備金（５月分）の支出について
3,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（仙腸装具）の支出について（５月分）
24,051

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
5,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
5,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書文書料の支出について（４月分）
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（４月分・５月分）
1,260

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（５月請求分・２回目）
23,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
147,429

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
182,330

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,457

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（４月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（３月分）
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（４月分）
3,220

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費５月分の支出について（２回目）
604,866

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・交付金にかかる支出ついて(５月請求分)
218,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
170,878

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
126,779

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（３月分）
2,100

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ接種医師報償金の支出について（令和元年５月分）
49,420

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談に伴う報償金の支出について（令和元年５月分）
6,300

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 高齢者福祉業務用独居高齢者等見守りサポーター事業地域ボランティアリーダー活動謝礼の支出について（平成３１年４月分）
32,624

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
203

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,814

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３１年度　民生委員児童委員費用弁償にかかる支出について（第１四半期分）
743,125

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,300

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
216

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３１年度　民生委員児童委員費用弁償にかかる支出について（第１四半期分）
700,625

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 保健福祉課事務用小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
324

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（胸椎装具）の支出について（５月分）
32,330

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金への繰入金の支出について（５月分）
2,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
344,831

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越代）の支出について（５月分）
54,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
27,900

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
5,137

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３・４月分）
3,787

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書送付用料金後納郵便料金の支出について（料金受取人払い・５月分）
25,239

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用文書料金後納郵便料金の支出について（後納郵送料・５月分）
196,614

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
753

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
6,500,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
3,948

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
14,940
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天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
3,780

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
11,049

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
13,480

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所・電車）の支出について（５月分）
4,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（通所）の支出について（５月分）
7,140

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（３月分）
14,350

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４・５月分）
22,464

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４月分）
20,448

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４・５月分）
12,135

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
4,500,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
250,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（５月分）
17,107

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（５月分）
8,567

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費（５月分）の支出について
9,709

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（５月分）
11,679

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（５月分）
42,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）学校給食費の支出について（５月分）
20,700

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（５月分）
38,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費（教育扶助金）　学校給食費の支出について（５月分）
17,350

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（短下肢装具）の支出について（５月分）
35,265

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
6,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
5,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
50,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料（胸椎装具軟性）の支出について（５月分）
32,330

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（５月分）
4,870

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書文書料の支出について（５月分）
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（４月分）
1,440

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（ストーマ用品）の支出について（平成３０年１０月分から平成３１年３月分）
50,292

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（平成３０年８月分）
5,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
2,160

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・検査料の支出について（３月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費７月分の支出について
240,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護費（葬祭扶助金）　葬祭費の支出について（５月分）
217,044

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
380

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
570

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
5,380

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 子育てスタート応援事業・予防接種費用にかかる支出について（５月請求分・３回目）
24,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
10,184

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
3,816

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
1,250

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
31,090

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
246

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
410

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
820
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天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
24,616

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
174

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
748

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
164

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
23,216

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
7,872

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
381,228

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
7,279

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
13,642

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
82

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）料金後納郵便（令和元年５月分）の支出について
4,649

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年５月分）
8,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用等小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年５月分）
200

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用携帯電話使用料の支出について（５月分）
1,442

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当における子育て支援室相談事業用ワイヤレス通信ネットワークサービス使用料の支出について（令和元年５月分）
4,101

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
224,511

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる経費の支出について（代理受領方式）
56,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用携帯電話使用料の支出について（５月分）
4,004

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
12,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（６月分）
5,388

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　移送費（引越）の支出について（６月分）
43,200

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
10,476

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
9,049

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（４・５月分）
6,860

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車）の支出について（５月分）
987

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
5,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
5,400

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（遠用・眼鏡一式）の支出について（６月分）
22,840

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車・タクシー）の支出について（５月分）
10,980

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護費（措置扶助金）　就労自立給付金の支出について
66,460

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食費（令和元年6月）の支出について
1,255,300

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張旅費（５月分）の支出について
1,160

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（令和元年５月分）
10,166

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和元年５月分）
13,775

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和元年５月分）
10,802

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和元年５月分）
6,466

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和元年５月分）
21,932

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便（受取人払）料金の支払いについて（令和元年５月分）
2,037

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用料金後納郵便料金の支払いについて（令和元年５月分）
1,690

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉サービス担当外勤用携帯電話使用料の支出について（令和元年５月分）
2,020

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
107,104

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
4,327

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（６月分）
3,150

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
5,520
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天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　診断書文書料の支出について（５月分）
1,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
3,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　治療材料費（眼鏡一式）の支出について（５月分）
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 各種健診事業実施に伴う報償金の支出について（令和元年５月分）
314,970

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年４月・令和元年５月分）
4,560

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業用　ストマ用装具等にかかる経費の支出について（４・５月分）（代理受領方式）
187,130

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費（生活扶助金）　紙おむつ代の支出について（５月分）
20,500

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費（住宅扶助金）保証委託料の支出について
10,000

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（６月分）
5,800

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　文書料・診断書料の支出について（５月分）
4,320

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（医療扶助金）　移送費（通院：電車・バス・タクシー）の支出について（５月分）
10,220

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年４月・令和元年５月分）
360

天王寺区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成30年度児童手当給付費（令和元年６月期払）（口座不能による再支出）にかかる支出について
80,000

天王寺区役所 危機管理課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 地域資源との新たなつながりを活かした防災事業用　非常勤嘱託職員市内出張交通費（平成31年4月分)の支出について
920

天王寺区役所 危機管理課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯事業に係る防犯カメラ用の電気料金の支出について（令和元年５月分）
1,565

天王寺区役所 危機管理課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯事業に係る防犯カメラ用の電気料金の支出について（令和元年５月分）
313

天王寺区役所 危機管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 危機管理課事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
2,162

天王寺区役所 危機管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域における自助・共助力の向上支援事業　携帯電話料金（ワイヤレス通信ネットワークサービス）の支払いについて（令和元年5月分）
3,993

浪速区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎管理用電気料金（平成31年4月分）の支出について
1,059,077

浪速区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度浪速区役所警備機器保守点検管理委託業務にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
25,056

浪速区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 新今宮駅北側まちづくりビジョン策定にかかる調査・検討及び会議運営補助業務にかかる企画提案審査会実施経費の支出について（令和元年５月９日開催分）
49,500

浪速区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成31年4月分）の支出について
17,217

浪速区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成31年4月分）の支出について
12,862

浪速区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成31年4月分）の支出について
222,996

浪速区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（平成31年4月分）の支出について
18,755

浪速区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成31年4月分）の支出について
15,512

浪速区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙にかかる資材搬入・撤収事務用自動車借上げ業務経費の支出について
109,080

浪速区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙にかかる資材搬入・撤収事務用自動車借上げ業務経費の支出について
54,540

浪速区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙にかかる資材搬入・撤収事務用自動車借上げ業務経費の支出について
54,540

浪速区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
28,172

浪速区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
17,880

浪速区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成31年4月分）の支出について
3,376

浪速区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成31年4月分）の支出について
1,688

浪速区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 各種事務用市内出張交通費（平成31年4月分）の支出について
1,688

浪速区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般事務用ケーブルテレビ利用経費（令和元年５月分）の支出について
4,380

浪速区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広聴広報事業用広報紙（平成31年5月号～平成32年4月号）概算印刷業務にかかる経費の支出について(令和元年度6月号分)
387,504

浪速区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広聴広報事業用平成31年度浪速区広報紙（5月号～32年4月号）企画編集業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について(令和元年6月号分)
267,840

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画調整事務用市内出張交通費（令和元年５月分）の支出について
3,398

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 企画調整事務用市内出張交通費（令和元年５月分）の支出について
150

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（令和元年５月分）の支出について
10,016

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（令和元年５月分）の支出について
10,016

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（令和元年５月分）の支出について
123,614

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各担当事務用複写機コピー経費（令和元年５月分）の支出について
7,208

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎管理用電気料金（令和元年５月分）の支出について
1,117,553

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便料（令和元年５月分）の支出について
5,446

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和元年５月分）の支出について
574

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和元年５月分）の支出について
451
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浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画調整事務用郵便料金（令和元年５月分）の支出について
3,936

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 浪速区一般事務用総合窓口案内業務委託にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
181,440

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度浪速区役所警備機器保守点検管理委託業務にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
25,056

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎管理用庁舎清掃業務委託経費の支出について（令和元年５月分）
464,886

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区役所）一式の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
218,568

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度庁舎管理用宿日直専門員寝具の賃貸借にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
11,880

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器（浪速区役所）一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
23,004

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（浪速区）一式の長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
279,559

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（浪速区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
32,596

浪速区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動用費用公費負担分（運転手雇入れ）の支出について（口座不能分）
112,500

浪速区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅の賃貸借契約にかかる賃貸料の支出について（令和元年7月分）
106,000

浪速区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報事業用インターネット回線使用料（令和元年５月分）の支出について
4,840

浪速区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 広聴広報事業用平成31年度浪速区広報紙（5月号～平成32年4月号）新聞折込広告業務（概算契約）にかかる経費の支出について(令和元年6月号分)
100,154

浪速区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年４月７日執行の統一地方選挙における投票管理者等に対する報酬の支出について
8,800

浪速区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行の統一地方選挙における民間従事者等に対する報償金の支出について
6,500

浪速区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行の統一地方選挙における民間従事者等に対する報償金の支出について
3,250

浪速区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 平成31年４月７日執行の統一地方選挙における民間従事者等に対する報償金の支出について
3,250

浪速区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
広聴広報事業用新聞未購読世帯への浪速区広報紙（平成31年4月号～平成32年3月号）配付業務委託(概算契約）にかかる経費の支出について(令和元年6月号
分) 318,263

浪速区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発・選挙時）用後納郵便料（令和元年５月分）の支出について
1,148

浪速区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務（常時・啓発・選挙時）用後納郵便料（令和元年５月分）の支出について
2,214

浪速区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における選挙立会人に対する報酬の支出について
8,800

浪速区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画調整事務用液体のりほか１７点の買入にかかる経費の支出について
43,027

浪速区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 企画調整事務用液体のりほか１７点の買入にかかる経費の支出について
1,706

浪速区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（令和元年５月分）の支出について
16,202

浪速区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所一般事務用電話電信通話経費（令和元年５月分）の支出について
3,814

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付支払用資金（歳出一般分）６月分の支出について
50,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付支払用資金（歳出マル退分）６月分の支出について
10,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（４月分）の支出について
26,973

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月10日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支払について（令和元年６月１０日支払分）
524,188

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（５月分）
399,788

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　普通旅費 全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会第1回役員会への出席にかかる管外出張経費の支出について
205,728

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
12,400

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 国民年金担当市内出張旅費（5月分）の支出について
1,308

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民年金担当市内出張旅費（5月分）の支出について
784

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民年金担当市内出張旅費（5月分）の支出について
1,440

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 国民年金担当市内出張旅費（5月分）の支出について
1,044

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
477,145

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民情報）における市内出張等旅費の支出について（令和元年5月分）
1,590

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市浪速区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
3,590,605

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用複写機コピー代金（５月分）の支出について
14,816

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（５・６月分）
829,923

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 平成３１年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
6,534

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
66,456

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３１年度窓口サービス課（住民情報）における後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
498

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について（６月分）
2,200

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納金過年度分還付金（歳出一般分）の支出について（６月分）
253,523

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
1,780
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浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（５月分）の支出について
73,980

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（５月分）の支出について
27,869

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
535,383

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
116,386

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和元年６月２８日支払分）
200,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について（令和１年６月２８日支払分）
824,000

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用受取人払郵便料金（５月分）の支出について
5,850

浪速区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
31,090

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（立葉地域活動協議会）
2,212,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（幸町地域活動協議会）
1,240,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（恵美地域活動協議会）
1,165,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（大国地域活動協議会）
2,177,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（難波元町地域活動協議会）
2,173,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（浪速地域地域活動協議会）
1,853,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（塩草地域活動協議会）
1,749,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（新世界地域活動協議会）
1,258,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（日東地域活動協議会）
2,082,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（日本橋地域活動協議会）
1,613,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市浪速区地域活動協議会補助金の支出について（敷津地域活動協議会）
2,114,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付について（平成30年度歳入分）
5,400

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付について（平成30年度歳入分）
1,800

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付について（平成30年度歳入分）
4,080

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付について（平成30年度歳入分）
2,040

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 協働事業等にかかる市内出張旅費（５月分）の支出について
1,620

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業「発達障がいサポーター」に係る報償金の支出について（５月分）
326,440

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 日本語の指導が必要な児童生徒への支援事業「浪速区日本語サポーター」に係る報償金の支出について（５月分）
123,200

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 日本語の指導が必要な児童生徒への支援事業「浪速区日本語サポーター」に係る報償金の支出について（５月分）
20,760

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策プロジェクトにかかる携帯電話通信通話料の支出について（令和元年５月分）
7,135

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業に係る講師謝礼金の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
75,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生涯学習推進事業に係る市内出張旅費（５月分）の支出について
2,692

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 浪速区地域安全防犯カメラ（39基分）にかかる電気料金の支出について（令和元年5月分）
12,720

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（５月分）
7,618

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業に係る郵便料の支出について（５月分）
772

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習推進事業に係る郵便料の支出について（５月分）
2,050

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 協働事業等にかかる郵便料の支出について（５月分）
2,132

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 青少年指導員委嘱業務活動に伴う大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
388,000

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育・学習支援事業に係る郵送料の支出について（５月分）
3,007

浪速区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市区役所附設会館条例第14条第1項第2号による既納使用料の還付について（平成30年度歳入分）
3,120

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について（３月分）
4,020

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（特別保育用・６月分）の支出について
20,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所消耗品費事業資金（通常保育用・６月分）の支出について
90,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（３～４月分）
61,100

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（４～５月分）
10,260

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（４月分）
115,289

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２００３２
12,600

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２００３４
29,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０５２２
17,800
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浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２００３５
29,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（５月分）
2,500

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊婦検診料等）の支出について（２～４月分）
33,750

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（３～４月分）
92,510

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（４月分）
210,120

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（３～４月分）
87,761

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について（５月分）
11,290

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（平成30年８月分・31年２～５月分）
21,800

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（３～５月分）
19,700

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０６６０　外２件
51,296

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０４９２　外４件
81,350

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１９１０１２００４２　外３件
73,180

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０７０２
13,750

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について（４・５月分）
12,584

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（平成30年10月分～平成31年３月分）
252,793

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（３・４月分）
2,581,365

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉業務雇上に伴う経費の支出について（５月分）
9,160

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（平成３１年４月分）
124,540

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１９１０３２００１９
99,932

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１９１０３２００１８
155,899

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１９１０２２００１６
57,439

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について（４月分）
147,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材費）平成３１年４月分の支出について
137,627

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる歯科医師等への報償金の支出について(平成31年度5月分)
31,010

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）の支出について（３～５月分）
149,292

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（４月分）
87,322

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）の支出について（３～４月分）
440,832

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（３～５月分）
93,270

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（４～５月分）
13,770

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度にかかる後見人等報酬助成金の支出について
198,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・教材代）平成３１年４月分の支出について
132,938

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）令和元年５月分の支出について
170,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（平成31年３～４月分、令和元年５月分）
52,140

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（４～５月分）
1,125,298

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１９１０３２０００６
97,516

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１９１０２３０００３
147,532

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
3,996

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）の支出について（３～５月分）
679,707

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（４月分）
430,001

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度　民生委員費用弁償（第1四半期）の支出について
923,875

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について（５月分）
122,148

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）の支出について（４～５月分）
107,222

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（４月分）
162,472

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（４～５月分）
172,228

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（４月分）
9,720

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（平成３１年３月分　平成３１年４月　令和元年５月分）
35,430

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 令和元年度結核患者コホート検討会（令和元年６月３日実施）参画医師への報償金の支払いについて
14,160
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浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度　児童委員費用弁償（第1四半期）の支出について
877,625

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当給付費の支給について（平成３１年２月～令和元年５月分・口座振替不能分）
80,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年２月分、平成３１年４月分の支出について
149,956

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ等）平成３１年４月の支出について
1,700

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）令和１年５月分の支出について
44,990

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）令和元年５月分の支出について
3,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費･家財処分料）平成３１年４月分の支出について
160,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）令和元年５月分の支出について
177,120

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具）の支出について（４～５月分）
14,192

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（５～６月分）
278,909

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による措置扶助金（就労自立給付金）の支出について
79,210

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１９１０３２００２０
9,432

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０２８１　外６件
131,658

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０３４２　外１件
35,600

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,782

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,080

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（給食費・校外活動費）平成３１年４、５月分の支出について
191,031

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（５月分）の支出について
1,562

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（５月分）の支出について
16,015

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（５月分）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（５月分）の支出について
656

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（５月分）の支出について
1,174

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（５月分）の支出について
738

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（５月分）の支出について
11,770

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（令和元年6月7日）にかかる報償金の支出について
9,160

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料（５月分）の支出について
1,066

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
432

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
298

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）１９１０２２００１２
720,839

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０６９６　外9件
171,818

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
12,711

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
434,856

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
19,693

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
107,237

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
133,017

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用等後納郵便料金（５月分）の支出について
1,780

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）の支出について（３～５月分）
319,222

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
22,298,953

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
12,093,179

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
268,900

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
200,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費支払資金の支出について　７月分
541,600

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
216

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,584

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,714

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所給食賄材料費(６月分)の支出について
2,382,200
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浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,360

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,832

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
745

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
3,100

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
6,367

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
5,724

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
1,600

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
82

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
2,250

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
328

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
2,844

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
1,093

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
625

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
1,290

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
1,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
167

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
1,167

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
1,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
9,060

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
164

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）平成３１年３月、４月分　令和元年５月分の支出について
64,250

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について　（平成31年２月分・令和１年５～６月分）
143,415

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について（５～６月分）
64,600

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
3,909

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
10,083

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
667

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
3,263

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
240,933

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
375

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
2,266

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
8,528

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
365

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
558

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
223

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課事務用後納郵便料（福祉サービス５月分一般後納）の支出について
6,710

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分受取人払）の支出について
10,389

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支出について
39,633

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支出について
1,583

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支出について
239

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支出について
3,101

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料（５月分一般後納）の支出について
332

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０８８２
17,130

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（３～５月分）
135,159

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について（５月分）
528,812

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（３～５月分）
155,490

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について（５月分）
243,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材費・給食費・校外活動費）平成３１年４、５月分の支出について
883,240
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浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（４～６月分）
27,940

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費(高等学校等就学費）平成３１年４月～令和元年６月分の支出について
15,600

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙おむつ代）の支出について（平成３１年４月～令和元６月分）
319,936

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について（４～６月分）
42,070

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について（５～６月分）
1,531,804

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 健康づくり展げる講座（令和元年6月14日）にかかる報償金の支出について
10,140

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域子育てサポートネットワーク事業（子育て相談外国語通訳報償金）の支出について
1,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成３１年４月分）
2,958

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度「地域福祉コーディネート事業」の実施及び同事業の委託にかかる委託料の支出について（第１回）
2,198,540

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０２１８
45,360

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０６４３　外１件
29,650

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）１８１０１２０４６９
17,800

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について（５月分）
183,600

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（５～６月分）
744,168

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（３～６月分）
394,100

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（紙オムツ代）の支出について（４～５月分）
51,614

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）の支出について（５月分）
151,090

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費支払資金の支出について　６月分（2回目）
1,000,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費支払資金の支出について　６月分（2回目）
1,200,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教材費・給食費）令和元年５月分の支出について
49,556

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）の支出について（５～６月分）
19,000

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成３１年４月分）
600

浪速区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業等にかかる出張旅費の支出について（平成３１年４月分）
1,660

西淀川区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年４月分　西淀川区役所宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
13,500

西淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」全戸配付業務経費の支出について(平成31年４月号)
479,974

西淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」全戸配付業務経費の支出について(令和元年５月号)
479,703

西淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」企画編集業務経費の支出について（令和元年６月号）
234,900

西淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成31年度統一地方選挙にかかる選挙当日従事者送迎等のタクシー運行業務における経費の支出について
327,600

西淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年統一地方選挙にかかる選挙運動費用（公費負担分）の支出について（選挙運動用自動車）
753,580

西淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 平成31年統一地方選挙にかかる選挙運動費用（公費負担分）の支出について（選挙運動用ポスター及びビラ）
2,519,084

西淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成31年度統一地方選挙にかかる選挙当日従事者送迎等のタクシー運行業務における経費の支出について
163,800

西淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成31年度統一地方選挙にかかる選挙当日従事者送迎等のタクシー運行業務における経費の支出について
163,800

西淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度西淀川区広報紙印刷業務経費の支出について（令和元年６月号）
385,425

西淀川区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）【総務課】
2,678

西淀川区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分・総務課学校教育支援グループ）
15,768

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　カラープリンタほか４点買入にかかる経費の支出について
188,168

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和元年５月分　区役所窓口案内業務従事者派遣にかかる経費の支出について
218,355

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市西淀川区役所庁舎清掃業務委託にかかる経費の支出について（長期継続契約：５月分）
351,450

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年５月分　庁内情報利用パソコン機器等の借入にかかる経費の支出について（長期継続契約）
340,257

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年５月分　ＬＧＷＡＮ接続系パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
5,375

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年５月分　西淀川区役所庁内情報利用パソコン等機器（視覚障がい者用）長期借入にかかる経費の支出について
39,420

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年５月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
136,027

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について（事務費・常時啓発費）
1,944

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金（令和元年５月分）の支出について（事務費・常時啓発費）
5,248

西淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 令和元年５月分　庁内情報利用パソコン等機器（西淀川区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について
2,957

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 令和元年５月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
43,366

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成31年４月分　災害対策用職員住宅什器借入における経費の支出について
9,385
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西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 令和元年５月分　災害対策用職員住宅什器借入における経費の支出について
9,385

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和元年５月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
1,299,793

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和元年６月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
152,595

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分　総務課企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
164

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業用　タブレット端末機のレンタルにかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,998

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分　総務課（総務グループ）用後納郵便料金にかかる経費の支出について
2,572

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分　総務課企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
1,240

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分　総務課企画グループ用　料金後納郵便にかかる経費の支出について
2,556

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年５月分　西淀川区役所宿直用寝具等借入にかかる経費の支出について
13,500

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分　総務課（総務グループ）用後納郵便料金にかかる経費の支出について
164

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 令和元年６月分　庁舎管理維持用ガス使用料の支出について
26,929

西淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 令和元年５月分　庁舎管理維持用電気使用料の支出について
281,329

西淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年５月分インクルーシブ教育応援サポーター事業における報償金の支出について
563,428

西淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元５月分　総務課分コピー代金の支出について
1,330

西淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元５月分　総務課分コピー代金の支出について
12,123

西淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元５月分　総務課分コピー代金の支出について
142

西淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元５月分　総務課分コピー代金の支出について
6,462

西淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元５月分　総務課分コピー代金の支出について
760

西淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 令和元５月分　総務課分コピー代金の支出について
475

西淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 令和元５月分　総務課分コピー代金の支出について
475

西淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年７月分　西淀川区役所災害対策用住宅入居にかかる不動産賃借料の支出について
99,000

西淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年５月分　連絡調整用市内出張交通費の支出について
10,650

西淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分　一般事務用ＦＡＸ使用料の支出について
11,979

西淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西淀川区広報紙「きらり☆にしよど」全戸配付業務経費の支出について(令和元年６月号)
479,550

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 令和元年６月分　国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
30,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 令和元年６月分　国民健康保険料還付金（歳出・退職）の支出について
10,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（住民情報）の支出について（窓口サービス課　平成３１年４月分）
882

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険法に基づく葬祭費負担金の支出について
300,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険法に基づく出産育児一時金負担金の支出について
655,960

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（戸籍登録事務用）（窓口サービス課　令和元年５月分）
18,600

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 平成31年4月分西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について
373,988

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（住民情報）の支出について（窓口サービス課　令和元年５月分）
1,146

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分窓口サービス課（住民情報）事務用コピー代金の支出について
16,646

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年4月分西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について
3,395,848

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について
1,157,451

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
5,158

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
23,939

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
59,049

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
177,300

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
260,040

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
24,578

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
20,000

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国保事業用等後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
14,475

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課　令和元年５月分）
4,314

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課　令和元年５月分）
86,156

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 戸籍登録事務用後納郵便料金の支出について（窓口サービス課　令和元年５月分）
23,571

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和元年５月分　窓口サービス課（保険年金）分コピー代金の支出について
15,766
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西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 令和元年5月分西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について
373,988

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用ＦＡＸ使用料の支出について（窓口サービス課　令和元年５月分）
3,814

西淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和元年5月分西淀川区役所住民情報等業務等委託契約にかかる経費の支出について
3,395,848

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　レインコートほか1点買入にかかる経費の支出について
21,168

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯環境向上事業用防犯カメラ電気代（４月分）にかかる経費の支出について
14,328

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年福祉委員活動交付金の支出について
96,000

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
1,910,000

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　お茶買入にかかる経費の支出について
19,440

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 環境美化活動事業用　刈払機取扱作業者の講習会受講にかかる受講料の支出について（令和元年6月13日受講分）
11,400

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業及び環境美化活動事業用　紙コップほか14点買入にかかる経費の支出について
99,252

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業及び環境美化活動事業用　紙コップほか14点買入にかかる経費の支出について
31,590

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用及び地域安全推進事業用自転車買入に係る経費の支出について
68,544

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用及び地域安全推進事業用自転車買入に係る経費の支出について
40,944

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の支払いについて（令和元年5月分地域支援課地域支援グループ）
1,080

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和元年5月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
1,300

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支払いについて（令和元年5月分・地域支援課安全まちづくりグループ）
1,080

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和元年5月分）
730

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和元年5月分）
324

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和元年5月分）
5,576

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援課（安全まちづくりグループ）事業用　後納郵便の支出について（令和元年5月分）
1,886

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度街頭用防犯カメラ一式借入（再リース）にかかる経費（5月分）の支出について
44,928

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費の支出（５月分）について
3,345

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全推進事業及び環境美化活動事業用携帯電話使用にかかる経費の支出（５月分）について
3,535

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
1,070

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
1,900

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課安全まちづくりグループ事務用市内出張交通費（５月分）の支出について
1,300

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
12,172

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
4,008

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,816

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
661

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,513

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
29

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
1,426

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
760

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
380

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　地域支援課コピー代金の支出について
2,376

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯環境向上事業用防犯カメラ電気代（５月分）にかかる経費の支出について
10,642

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援課（安全まちづくり　まちづくり推進）事業用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
1,780

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用救命衣（小型船舶兼用）交換用ボンベセット買入に係る経費の支出について
54,000

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
1,968

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
980

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
4,755

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
1,312

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域支援グループ事業用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
1,558

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域支援事業用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
1,630

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花と緑あふれるまちづくり推進事業用　フラワーラベルほか７点買入にかかる経費の支出について
250,560

西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 西淀川区民ホール使用料還付金の支出について（令和元年７月分・平成３０年度使用申込者用）
80,000
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西淀川区役所 地域支援課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 西淀川区民会館使用料還付金の支出について（令和元年７月分・平成３０年度使用申込者用）
80,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
36,082

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（特別保育分）令和元年６月分の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費（通常保育分）令和元年６月分の支出について
90,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
11,632

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
41,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
110,700

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
30,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
6,180

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 健康推進事業用平成31年度4月分市内出張交通費の支出について
3,980

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 健康推進事業用平成31年度4月分市内出張交通費の支出について
4,332

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
66,068

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
10,321

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
31,992

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
23,079

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
9,343

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
4,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
26,671

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,240

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
10,689

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
30,182

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
41,920

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
8,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
14,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
5,720

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,280

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,360

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
360

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
940

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
10,245

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
840

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
3,440

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
4,050

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,360

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,640

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,380

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
19,180

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
2,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,240

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
34,412

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
10,564

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,846

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,961
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西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
25,078

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
14,425

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
22,880

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
13,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
22,880

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
19,950

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
19,330

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
22,550

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
24,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,652

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
16,650

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
8,970

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による荷造費・運搬費（生活扶助金）の支出について
86,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
15,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
41,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
12,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
20,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費（介護扶助金）の支出について
4,644

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
29,553

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
26,671

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
234,884

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
222,716

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費　令和元年5月請求分の支出について
14,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 健康推進事業用令和元年5月分小口支払基金の繰入について
7,790

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 健康推進事業用令和元年5月分小口支払基金の繰入について
6,580

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
11,130

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 健康推進事業用令和元年5月分小口支払基金の繰入について
400

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
372

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康推進事業用令和元年5月分小口支払基金の繰入について
1,814

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 健康推進事業用令和元年5月分小口支払基金の繰入について
2,099

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和元年度　母子保健事業（乳幼児健康診査等）従事医師等報償金の支出について（5月分）
290,710

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 健康推進事業用令和元年5月分小口支払基金の繰入について
1,135

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 福祉事務用小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
946

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
40,920

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
7,720

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
9,580

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
7,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
640

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
8,940
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西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
960

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所賄材料費令和元年６月分の支出について
1,767,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による家財処分料（生活扶助金）の支出について
91,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
13,632

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠定期検診料（生活扶助金）の支出について
3,830

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
6,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
20,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
10,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,970

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,970

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
2,160

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
14,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による訪問看護料（医療扶助金）の支出について
16,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
5,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
3,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料（医療扶助金）の支出について
11,737

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
230,020

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
231,160

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
235,050

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
7,550

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
10,500

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 平成３１年度　高齢者住宅改修費給付支給事業にかかる給付金の支出について
270,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
266,129

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
4,506

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
10,060

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
25,078

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
204,485

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費　令和元年７月分の支出について
16,000,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費　令和元年７月分の支出について
8,500,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費　令和元年７月分の支出について
300,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
280

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
960

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,200

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
23,160

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
10,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　令和元年７月分の支出について
300,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,560

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
760

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
920

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,830

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,720

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
720

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
4,300

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
1,900



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
9,480

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
9,240

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
19,170

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
640

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（医療扶助金）の支出について
2,200

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費　令和元年７月分の支出について
500,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
206,712

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
137,920

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
820

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
3,280

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
26,843

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
1,596

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度子育てを応援する担い手育成・地域連携事業の業務委託にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
599,250

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
720

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
17,720

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
16,551

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
9,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
440

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
28,247

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
1,560

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
71,647

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
264,762

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
10,160

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援業務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
980

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
7,130

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
39,265

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
26,334

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
83,923

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
12,653

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
4,194

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
180,122

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
8,683

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
41,400

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
13,012

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
5,100

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
8,226

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
44,782

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
83,661

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
99,808

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
3,900

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
48,690

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費（教育扶助金）の支出について
139,565

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
184

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
246

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
164
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西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
13,378

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
984

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
82

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
30,822

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
2,688

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
360

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
760

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
320

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
454,654

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 健康推進事業用令和元年度5月分後納郵便料金の支出について
15,195

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 福祉事務用出張交通費の支出について（平成31年4月・令和元年5月分）
460

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３１年度介護保険事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
101,923

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 福祉事務用コピー代金の支出について（令和元年5月分）
33,139

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年度5月分保健福祉課（健康推進）コピー代金の支出について
11,888

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 手話通訳サービス等用タブレット端末機のレンタルにかかる経費の支出について（令和元年5月分）
3,998

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第1四半期分）
1,064,125

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
7,879

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
42,890

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
5,930

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
14,678

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
175,464

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
16,080

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,352

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,800

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
117,860

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
17,430

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
2,730

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
13,750

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付の支出について
34,100

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
14,570

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
9,240

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
15,450

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入費・住宅改修費（介護扶助金）の支出について
16,583

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修費（介護扶助金）の支出について
9,600

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
32,082

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金（措置扶助金）の支出について
21,360

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員費用弁償にかかる支出について（第1四半期分）
1,010,375

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）用コピー代金の支出について（令和元年５月分）
23,618

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法によるおむつ代（生活扶助金）の支出について
9,000

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料（医療扶助金）の支出について
6,240

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
212,692

西淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭一式（葬祭扶助金）の支出について
213,970

淀川区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月２回目）
2,764

淀川区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（４月２回目）
106

淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎使用にかかるガス代の支出について（平成31年度５月分）
112,037

淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎使用にかかる水道代の支出について（平成31年度５月分）
147,853

淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙当日投票管理者・投票立会人報酬の支出について（再支出）
11,565
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淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市議会議員一般選挙における選挙運動用自動車の使用費用の選挙公営（公費負担）にかかる支出について
625,248

淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市議会議員一般選挙における選挙運動用自動車（運転手）の選挙公営（公費負担）にかかる支出について
475,000

淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙当日投票管理者・投票立会人報酬の支出について（再支出）
5,781

淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙当日投票管理者・投票立会人報酬の支出について（再支出）
5,781

淀川区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用冊子（地方財務実務提要）買入の実施にかかる経費の支出について（1回目）
10,928

淀川区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
6,350

淀川区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 淀川区災害対策用職員住宅管理にかかる電話代の支出について（５月分）
3,036

淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,184

淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
106

淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 淀川区災害対策用職員住宅什器賃貸借の実施並びに当該経費の支出について（令和元年５月分）
9,720

淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 淀川区災害対策用職員住宅賃貸借の実施および同経費の支出について（平成31年度７月分）
106,000

淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度淀川区役所旧庁舎清掃業務委託の実施にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
6,350

淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 障がい者の職業訓練を目的とした大阪市淀川区役所清掃業務委託（長期継続）の実施にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,093,172

淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施について（令和元年５月分）
234,061

淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
401,538

淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（淀川区役所）一式長期借入の実施にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
32,367

淀川区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（淀川区役所）一式　長期借入の実施について（令和元年５月分）
2,962

淀川区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報・戸籍）用レーザーファクス　買入にかかる経費の支出について
32,940

淀川区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度淀川区役所ほか２施設機械警備業務委託の実施に係る経費の支出について（令和元年５月分）
75,600

淀川区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代の支出について（令和元年５月分）
10,477

淀川区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度淀川区役所一般廃棄物収集運搬業務（単価契約）にかかる経費の支出について（５月分）
8,359

淀川区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度淀川区役所産業廃棄物収集運搬・処分業務（概算契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
12,047

淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
492

淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分１回目）
106

淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
944

淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
8,118

淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
6,778

淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分１回目）
13,120

淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
3,389

淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用ならびに選挙啓発用等後納郵便料金の支払いについて（５月分）
3,389

淀川区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区役所事務用市内出張交通費の支出について（５月分）
24,450

淀川区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 2019年度淀川区役所宿直用寝具借入に係る経費支出について（５月分）
10,800

淀川区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙用特定封筒の買入並びに同経費の支出について
337,500

淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 遠隔手話通訳用タブレット型端末の長期借入（その２）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
8,532

淀川区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用料金後納郵便利用にかかる経費の支出について（５月分）
69,144

淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課複写機用ステープル針ほか5点　買入にかかる経費の支出について
54,480

淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎使用にかかるガス代の支出について（平成31年度６月分）
118,908

淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎使用にかかる水道代の支出について（平成31年度６月分）
193,662

淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（令和元年５月分）
902,401

淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 総務課統計調査用両開きパイプ式ファイルほか2点買入の実施並びに経費の支出について
5,913

淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 需用費　光熱水費 淀川区役所庁舎管理にかかる電気代の支出について（令和元年５月分）
1,224,553

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（４月分）の支出について
32,294

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業業務委託料の支出について（第４回）
181,636

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（第６回）
103,091

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（第６回）
49,091

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金にかかる支出について（三国地域活動協議会 外2件）
6,307,000

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金にかかる支出について（新東三国地域活動協議会 外5件）
12,655,000
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淀川区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度淀川区英語交流事業（淀川区English Festival業務）公募型プロポーザル選定委員会実施にかかる経費の支出について
34,590

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業業務委託料にかかる経費の支出について（第５回）
363,273

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（第７回）
309,273

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金にかかる支出について（東三国地域活動協議会 外2件）
6,630,000

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（加島）
78,750

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（教育支援）にかかる市内出張旅費の支出について（平成３１年４月分）
3,861

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業業務委託料にかかる経費の支出について（第６回）
333,818

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業業務委託料にかかる経費の支出について（第７回）
353,454

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（第９回）
206,182

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（第８回）
206,182

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度淀川区発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について(4月分)
218,508

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度淀川区人権啓発推進事業　人権学習講座（5月開催）の実施にかかる報償金の支出について
15,500

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 放置自転車対策用自着シール式警告エフ印刷業務の実施にかかる経費の支出について
370,440

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロールカーリヤコンビネーションランプ（テールランプ）交換業務の実施並びに同経費の支出について
37,044

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区生涯学習ルーム事業業務委託料の支出について（第７回）
49,091

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（第10回）
103,091

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業業務委託料にかかる経費の支出について（第８回）
127,636

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度「成人の日記念のつどい」にかかる会場使用料（予約金）の支出について
431,500

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金にかかる支出について（野中地域活動協議会）
2,135,000

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 淀川区地域活動協議会補助金にかかる支出について（宮原地域活動協議会 外4件）
10,755,000

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,332

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,840

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業業務委託料にかかる経費の支出について（第９回）
176,727

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式借入（再リース）の契約の締結及び同経費の支出について（5月分）
90,180

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 防犯カメラ（街頭用）（淀川区役所）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について　（5月分）
160,704

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（木川）
124,200

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事業に係るコピー代（５月分）の支出について
48,245

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＰ無線機回線使用料の支出について（５月分）
18,144

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 ＩＰ無線機回線使用料の支出について（５月分）
4,536

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和元年５月分の料金後納郵便料金の支出について
22,456

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度 淀川区民センター及び淀川区老人福祉センター指定管理業務代行料の支出について（４月分）
2,683,908

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和元年５月分の料金後納郵便料金の支出について
502

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 市民協働課事業における令和元年５月分の料金後納郵便料金の支出について
205

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区小学校区教育協議会―はぐくみネット－事業業務委託料にかかる経費の支出について（第10回）
176,727

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制アンケート返信にかかる郵便料金の支出について（５月分）
23,862

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 はぐくみネット事業講師謝礼金（新東三国小学校区）の支出について（第２回）
5,000

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市淀川区学校体育施設開放事業業務委託にかかる経費の支出について（第11回）
103,091

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度生涯学習ルーム事業にかかる報償金の支払について（６月支払分）
79,200

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（教育支援）にかかる市内出張旅費の支出について（令和１年５月分）
3,841

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 学校協議会にかかる市内出張旅費の支出について（第１回）
3,807

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーのボランティア活動保険への加入並びに同経費の支出について
48,000

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 平成31年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）のためのワイヤレスインターネット通信使用料の支出について(令和元年5月分)
18,928

淀川区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 平成31年度民間事業者を活用した課外授業（ヨドジュク）のためのワイヤレスインターネット通信使用料の支出について(令和元年5月分)
108

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　令和元年6月分支払資金（一般）の支出について
300,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金　令和元年6月分支払資金（退職）の支出について
10,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所　住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について　（平成３１年４月分）
617,130

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所　住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について　（平成３１年４月分）
3,980,889
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淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
15,337

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,663

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
593,190

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
1,186,380

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
2,599,601

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
593,190

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和元年６月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる葬祭費の支出について
750,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

令和元年６月支給決定分大阪市国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について
1,827,620

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民登録）事務用コピー代の支出について（５月分）
9,051

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（戸籍）事務用コピー代の支出について（５月分）
12,646

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用コピー代（保険）の支出について（令和元年5月分）
3,873

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用コピー代（保険）の支出について（令和元年5月分）
5,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用コピー代（保険）の支出について（令和元年5月分）
5,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 令和元年６月支給決定国民健康保険療養費（一般）の支給について
1,652,974

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業用コピー代（保険）の支出について（令和元年5月分）
5,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
593,190

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる令和元年５月分料金後納郵便料（管理）の支出について
108,628

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
1,186,380

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険事業にかかるコピー代の支出について（令和元年５月分）
7,036

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる令和元年５月分料金後納郵便料（管理）の支出について
324,339

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる令和元年５月分料金後納郵便料（管理・受取人払）の支出について
60,475

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市淀川区役所保険年金窓口業務等委託の実施にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
593,190

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
81,633

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国人登録）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,822

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる令和元年5月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
9,405

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる令和元年5月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
20,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和元年5月分料金後納郵便料の支出について
100,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和元年5月分料金後納郵便料の支出について
150,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和元年5月分料金後納郵便料の支出について
50,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業にかかる令和元年5月分料金後納（受取人払）郵便料の支出について
30,000

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業等にかかる令和元年5月分料金後納郵便料の支出について
42,642

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料過誤納還付加算金の支出について
4,400

淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料過誤納還付金（一般）の支出について
2,112,175

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（４月分）
30,656

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
43,207

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
86,110

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
11,390

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
250,400

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
19,838

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
9,180

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
29,524

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について（５月分）
31,010

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（特別保育）６月分
20,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所における消耗品事業資金の支出について（通常保育）６月分
90,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
191,405

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
60,120
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淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
16,520

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
310,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
145,800

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
139,156

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
41,700

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,680

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
207,596

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度淀川区訪問型病児保育（共済型）推進事業の実施及び同経費の支出について（４月分）
547,750

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
4,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
58,650

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
11,800

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
44,820

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
11,370

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
9,840

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
383,768

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
139,832

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
6,916

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
17,800

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
43,200

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
36,564

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
81,580

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
111,734

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
170,328

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,500

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
15,800

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市介護認定審査会委員委嘱状伝達式及び淀川区介護認定審査会委員連絡協議会出席にかかる報酬の支出について
994,500

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市介護認定審査会委員委嘱状伝達式及び淀川区介護認定審査会委員連絡協議会出席にかかる旅費の支出について
22,630

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
117,166

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
56,400

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
41,930

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
245,220

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
58,600

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
1,308

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
1,200

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・１回目）
876

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 子育て支援担当業務にかかる市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
1,240

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
143,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
406,208

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
13,504

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
1,166

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
157,817

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
246,240

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
48,980

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
228,075
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淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ５月分）にかかる医師報償金の支出について
98,840

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度児童手当給付費６月分の支給について
40,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（平成３１年４月分）の支払いについて
460

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（平成３１年４月分）の支払いについて
13,476

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（平成３１年４月分）の支払いについて
300

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当市内出張交通費（平成３１年４月分）の支払いについて
1,980

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
36,700

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
18,060

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
62,533

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
37,250

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
36,600

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
672,616

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
207,432

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
15,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,696

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
37,466

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
444,410

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
520

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
23,400

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
22,846

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
19,635

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
35,841

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
3,780

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
71,473

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
134,830

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
88,520

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
100,224

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
115,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
173,600

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
89,810

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
111,970

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
13,130

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
87,800

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
27,040

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる令和元年６月分生活保護費の支出について（追加分）
2,000,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
58,828

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
20,710

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる令和元年６月分生活保護費の支出について（追加分）
50,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費の支出について
3,759

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
97,346

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
23,040

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
46,600

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
57,880

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる令和元年６月分生活保護費の支出について（追加分）
200,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
212,724

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 淀川区子育て支援情報誌「ゆめキッズ」ほか1点印刷の実施にかかる経費の支払いについて（ゆめキッズ５０号）
35,999

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（田川小学校　平成３１年４月分　他３件）
80,892



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
2,160

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成３１年度淀川区子育てサービス利用者支援事業業務委託契約にかかる経費の支出について（５月分）
561,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
25,986

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（新高小学校　令和元年５月分　他５件）
758,064

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成31年度コホート検討会にかかる医師報償金の支払いについて（1回目）
8,480

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,145

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・１回目）
3,500

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・１回目）
4,100

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,400

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「地域見守り活動サポート事業」業務委託の実施にかかる経費の支出について（第１回）
1,373,699

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員費用弁償(第１四半期)の支出について
1,743,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 委託料　委託料 「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」及び「地域見守り活動サポート事業」業務委託の実施にかかる経費の支出について（第１回）
9,871,623

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当事務用コピー代の支出について（令和元年5月分）
38,413

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,280

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,460

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員費用弁償(第１四半期)の支出について
1,666,750

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
856

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,282,071

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
41,999

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
158,946

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
19,950

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
419,880

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
11,440

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
83,715

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
11,880

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
2,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
27,230

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
91,408

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
233,410

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等の報償金の支出について（５月分）
612,480

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,432

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
15,200

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
25,332

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
16,832

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
123,561

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
984

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和元年５月分）
78,200

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
422,409

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる令和元年７月分生活保護費の支出について
20,000,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる令和元年７月分生活保護費の支出について
12,000,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる令和元年７月分生活保護費の支出について
200,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
25,440

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる令和元年７月分生活保護費の支出について
150,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる令和元年７月分生活保護費の支出について
700,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
24,967

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
14,059



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
174

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
2,658

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
1,728

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
3,618

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
3,248

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
328

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
155,082

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（東中学校　令和元年５月分　他１０件）
636,203

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
29,200

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
457,674

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
2,624

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
759,620

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
574

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所における給食材料購入費（６月分）の支出について
2,091,850

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
86,968

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（令和元年5月分）
26,714

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
164

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
1,724

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉業務にかかる郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
3,110

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉センター事業用並びに子育て支援担当事務用コピー代の支出について（５月分）
26,617

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
7,468

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
43,447

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
464

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費の支出について
149,761

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
62,790

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
53,370

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
13,100

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
380,244

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
776

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
246

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
82

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
1,558

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
14,778

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
5,123

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
5,952

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
492

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
19,219

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
2,313

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度児童手当給付費６月分の支給について
40,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
18,428

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
27,336

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用等の後納郵便料金の支出について（５月分）
18,237

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 淀川区障がい者就労支援事業　連続講座に係る講師謝礼の支出について(第1講分)
16,200

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（５月分）
24,306

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉・介護保険）事務用コピー代の支出について（５月分）
6,221
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淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
108,760

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
15,720

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
42,200

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
21,280

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業にかかる其他扶助金の支出について
48,000

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（新東三国小学校　平成３１年４月分）
21,561

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
40,670

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
120,939

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費の支出について
7,620

淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
6,460

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（平成31年4月号分）にかかる経費の支出について
637,616

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 政策企画課広報担当パソコン用ソフトの買入にかかる経費の支出について
79,920

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度淀川区役所広報誌「よどマガ！」配布業務委託（令和元年5月号）にかかる経費の支出について
644,772

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策企画課事務用　市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
9,466

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度淀川区役所広報誌印刷業務（平成31年5月号～平成32年4月号）にかかる経費の支出について(令和元年6月号分)
789,242

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度淀川区役所広報誌企画編集業務委託(平成31年5月号～平成32年4月号)にかかる経費の支出について(令和元年6月号分)
199,800

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「もと淀川区役所等跡地活用事業に関する開発事業者募集プロポーザル」第一回選定会議に係る報酬の支出について（事前意見聴取分）
14,250

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
4,966

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用（受取人払）後納郵便料金（５月分）の支出について
1,164

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
849

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
22,944

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策企画課事務用（受取人払）後納郵便料金（５月分）の支出について
485

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和元年度淀川区区政会議（全体会議・部会） 会議録作成業務委託料の支出について（第1回安全・安心なまち部会)
42,552

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（政策企画課用図書購入）（６月分）
3,456

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 令和元年度淀川区区政会議（全体会議・部会） 会議録作成業務委託料の支出について（第1回コミュニティ力向上部会)
42,552

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(令和元年5月分)
4,732

淀川区役所 政策企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 オープン区役所推進のためのワイヤレスインターネット通信料の支出について(令和元年5月分)
108

東淀川区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
558,360

東淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年４月分）
18,871

東淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（平成31年４月分）
499,219

東淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年４月分）
350,338

東淀川区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（平成31年４月分）
2,895

東淀川区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（平成31年４月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成31年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成31年5月号～平成32年4月号）（概算契約）に係る経費の支払いについて（５月号分）
251,802

東淀川区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙にかかる個人演説会開催経費の支出について
54,780

東淀川区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分②）
19,830

東淀川区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　ボイスコール用感熱紙外７点の購入に係る経費の支出について
180,338

東淀川区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
18,871

東淀川区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
350,338

東淀川区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
499,219

東淀川区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東淀川区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
2,895

東淀川区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年４月分市内出張交通費の支出について（総務）
8,942

東淀川区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年５月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（総務課外７件）
104,022

東淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 大阪市災害対策用職員住宅に係る電話料金の支出について（令和元年５月分）
2,972

東淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅に係る賃料及び共益費の支出について（令和元年７月分）
110,000

東淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　輪転機ロールマスター外１点の購入に係る経費の支出について
199,800
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東淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分）
5,560

東淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　東淀川区役所及び同出張所一般廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について（５月分）
6,813

東淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市東淀川区合同庁舎等清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
558,360

東淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所及び同出張所産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託に係る経費の支出について(５月分)
6,804

東淀川区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分）
19,564

東淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年５月分市内出長交通費の支出について（総務課（総合企画））
2,850

東淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 広聴・広報事業用　ラミネートA３外８点の購入に係る経費の支払いについて
13,780

東淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東淀川区役所ケーブルテレビ回線利用料に係る経費の支出について（５月分）
720

東淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 平成31年５月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
2,742

東淀川区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 平成31年５月分東淀川区選挙管理委員会事務用後納郵便料の支出について
7,797

東淀川区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 令和元年５月分　東淀川区役所ほか１施設で使用する電気料金の支出について
1,000,235

東淀川区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス使用料の支出について（令和元年５月分）
5,130

東淀川区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 令和元年７月21日執行予定　参議院議員通常選挙事務用レターパック購入に係る経費の支出について
229,500

東淀川区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分②）
12,670

東淀川区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話・外国語通訳支援モデル事業用　タブレット型端末借入の支払について（平成31年５月分）
15,992

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成31年５月号～平成32年４月号）（東淀川区役所）概算印刷に係る経費の支払いについて（６月号）
456,246

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
16,586

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 電話料金の支出について（令和元年６月請求分）
7,628

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分　後納郵便料金の支払について（総務課（総合企画））
4,223

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報業務用　LINE＠利用料金の支払いについて（５月分）
5,400

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成31年度　東淀川区広報紙新聞折込広告業務委託（平成31年5月号～平成32年4月号）（概算契約）に係る経費の支払いについて（６月号）
251,802

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」企画編集業務委託（平成31年５月号～平成32年４月号）に係る経費の支払いについて（６月号）
262,200

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所窓口案内業務従事者派遣に係る経費の支払いについて（５月分）
369,045

東淀川区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東淀川区広報紙「広報ひがしよどがわ」（平成31年５月号～平成32年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）に係る経費の支払いについて（６月号分）
44,820

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課住民情報（事務用）　ドラム/トナーカートリッジの購入経費の支出について
302,940

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成31年6月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
100,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成31年6月分国民健康保険出産育児一時金・葬祭費の支出について
500,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金令和元年６月支払資金の支出について
150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金令和元年６月支払資金の支出について
10,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
17,971

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料（電気料金）の支出について（平成31年４月分）
1,131

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
937,770

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 郵便局証明書取次サービスにかかる通信運搬費の支出について（平成31年４月分）
3,814

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所・東淀川区役所出張所住民情報業務等委託にかかる委託料の支出について（平成31年４月分）
5,701,911

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支払いについて（平成３１年４月受付分）
1,300

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成３１年４月受付分）
2,432,284

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 証明書発行システム機器保守及び消耗品供給業務にかかる支出について（平成31年４月分）
831

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課住民情報（事務用）　感熱レジロール紙の購入経費の支出について
20,520

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支払いについて（平成３１年４月受付分）
1,100

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支払いについて（平成３１年４月・令和元年5月受付分）
2,188,464

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
755,837

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
1,511,673

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 委託料　委託料 大阪市東淀川区役所保険年金窓口業務等委託経費の支出について（４月分）
377,918

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和元年５月分後納郵便料金の支出について
15,814

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和元年５月分後納郵便料金の支出について
107,505

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる令和元年５月分後納郵便料金の支出について
738

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
15,016
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東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
15,157

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
30,968

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
31,733

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
194,134

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
324,621

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
18,368

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
75,422

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 東淀川区役所窓口サービス課事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
35,119

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区役所窓口以外での証明書取次サービスにおける証明書発行用システム機器長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
4,127

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用にかかる自動車臨時運行許可申請書・許可証経費の支出について
40,662

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 郵便局証明書取次サービスにかかる委託料の支出について（令和元年５月分）
12,787

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課事務にかかる料金受取人払（後納）の支出について（令和元年５月分）
34,338

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和元年５月分　コピー機に係る消耗品費の支出について（窓口サービス課　保険年金）
22,861

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和元年6月分国民健康保険葬祭費の支出について
1,150,000

東淀川区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

令和元年６月分国民健康保険出産育児一時金の支出について
1,172,780

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　手数料 生活保護費出金の際に生じる手数料（６月分）の支出について（出張所）
2,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）の支出について
11,340

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
30,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
9,140

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
232,620

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
52,776

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立西淡路第２保育所外２保育所における消耗品費(特別保育分)令和元年６月分の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における消耗品費(通常保育分)令和元年６月分の支出について
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉センター事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成31年４月分）保健
11,152

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
162,504

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費）にかかる経費の支出について
497,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
491,160

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 乳幼児発達相談体制の強化事業にかかる市内出張旅費の支出について（平成31年４月分）
360

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
250,834

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
15,847

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
467,282

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成31年4月分）
47,874

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(学習支援費・教材代)にかかる経費の支出について
15,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
2,052

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
9,740

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）にかかる経費の支出について
334,483

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
87,721

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品（ドラム／トナーカートリッジ外３点）にかかる経費の支出について
18,360

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品（ドラム／トナーカートリッジ外３点）にかかる経費の支出について
30,240

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区校庭等の芝生化事業（維持管理）の支出について（柴島中学校）
43,545

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
65,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
271,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護業務事務用消耗品（レタースケール 外２０点）にかかる経費の支出について
164,636

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
149,580

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（３月分その他介護扶助）にかかる経費の支出について
49,700

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
653,072
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東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
93,580

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
33,690

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
38,690

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,950

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
12,191

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(移送費・その他医療移送費・その他医療扶助)にかかる経費の支出について
162,980

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
75,680

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
163,660

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
5,086,374

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の経費の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成31年度　東淀川区役所保健福祉課白衣等洗濯業務（概算契約）に係る経費の支出について
6,976

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 平成31年度　新任査察指導員研修会への出張命令について
46,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
4,415

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（その他住宅扶助）の支出について
23,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
6,804

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
127,759

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助）の支出について
672

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
56,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
39,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
79,205

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
292,465

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代）にかかる経費の支出について
54,205

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
292,189

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費・教材費４月分)にかかる経費の支出について
496,185

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
17,640

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）にかかる経費の支出について
11,912

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
220,284

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 障害者総合支援法ハンドブック追録に係る購入経費の支出について
16,360

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）保健企画
9,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
48,007

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
907,510

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）保健企画
410

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）保健企画
820

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）保健企画
410

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）保健福祉
859

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度東淀川区中学生勉強会事業にかかる新庄会館使用料の支出について（平成31年４月分）
4,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度　大阪市青少年指導員活動交付金の支出について
1,880,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　印刷製本費 東淀川区役所　つなげるリーフレット印刷業務に係る作成経費の支出について
84,780

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（その他生活扶助）にかかる経費の支出について
4,092

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（令和元年5月分）
274,050

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
20,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の経費の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）保健福祉
1,106

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）保健福祉
479

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（引越し移送費・家財処分費）にかかる経費の支出について
1,281,960

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成31年5月分）
8,909
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東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）の支出について
20,170

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・健康診断料)にかかる経費の支出について
74,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
42,830

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・その他医療扶助費)にかかる経費の支出について
156,900

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・家具什器費）にかかる経費の支出について
137,401

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
714,185

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
116,704

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
96,743

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
2,116

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
900

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
164,396

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
153,428

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（平成31年5月分）
27,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料）の支出について
95,778

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（葬祭費）の支出について
848,728

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年度要保護児童対策事業シャチハタ（簿記スタンパー）他３点購入に係る経費の支出について
15,012

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度東淀川区役所保健福祉課総合相談窓口業務委託に係る委託料の支出について（5月分）
646,875

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
8,640

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（４月分その他介護扶助）にかかる経費の支出について
15,510

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(治療材料)にかかる経費の支出について
245,941

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高等学校等就学費）にかかる経費の支出について
11,730

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
1,419,494

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立豊里第１保育所外４保育所における給食費令和元年６月分の支出について
2,994,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報償費　報償金 ハロー！ブラスバンド！東淀川区吹奏楽体験事業委託選定会議に係る選定委員報酬及び交通費の支出について
49,480

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度第1四半期　民生委員児童委員に係る費用弁償の支払いについて
7,416

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度第1四半期　民生委員児童委員に係る費用弁償の支払いについて
1,884,250

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による令和元年7月分扶助費の支出について
40,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による令和元年7月分扶助費の支出について
20,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（契約更新料）の支出について
3,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による令和元年7月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費(給食費及び教材代等)の支出について（令和元年5月分）
216,210

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる支出について
40,630

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による令和元年7月分扶助費の支出について
1,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
136,370

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
59,070

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による令和元年7月分扶助費の支出について
2,000,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生業扶助費（高校就学費）の支出について
1,080

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費（死亡診断書料）の支出について
5,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度第1四半期　民生委員児童委員に係る費用弁償の支払いについて
4,916

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度第1四半期　民生委員児童委員に係る費用弁償の支払いについて
1,814,250

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師による専門的相談事業（５月分）にかかる報償金の支出について
50,160

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度「こどもの居場所(学習支援を含む)」運営に関するアドバイザー業務に係る委託料の支出について（5月分）
867,645

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
137,932

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
19,400

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料)にかかる経費の支出について
177,580

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・健康診断料・医療移送・その他医療移送)にかかる経費の支出について
105,415
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東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当・特例給付の支出について
130,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦歯科検診（５月分）にかかる報償金の支出について
31,010

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室（５月分）にかかる報償金の支出について
7,440

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３か月児健診（５月分）にかかる報償金の支出について
98,840

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 ３歳児健診（５月分）にかかる報償金の支出について
223,380

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 １歳６か月児健診（５月分）にかかる報償金の支出について
136,150

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年５月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（保健福祉））
27,493

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターに係る携帯電話の通話料の支出について（令和元年５月分）保健企画
12,204

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターに係る携帯電話の通話料の支出について（５月分）
7,022

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センターにかかる庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（令和元年５月分）保健
11,670

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務にかかる携帯電話の通話料の支出について（平成31年5月分）
9,305

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料・引越し移送費・家財処分費）にかかる経費の支出について
361,224

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（おむつ代・その他生活扶助）にかかる経費の支出について
63,444

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅扶助費（住宅維持費）にかかる経費の支出について
30,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費にかかる経費の支出について
687,936

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成31年５月分
42,039

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について(介護保険)平成31年５月分
142,754

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業報償金の支出について（４月分・小学校)
359,896

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がい等サポート事業報償金の支出について（４月分・中学校)
142,668

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
7,640

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による令和元年７月分扶助費の支出について（出張所）
5,800,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（生活移送・家財処分）の支出について
75,600

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（オムツ代）の支出について
154,275

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費(おむつ代)にかかる経費の支出について
249,760

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による令和元年７月分扶助費の支出について（出張所）
3,900,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による令和元年７月分扶助費の支出について（出張所）
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による令和元年７月分扶助費の支出について（出張所）
150,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
14,640

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による令和元年７月分扶助費の支出について（出張所）
600,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
48,734

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区地域版保健福祉計画策定支援にかかる外部講師の講師謝礼の支出について（４月分）
15,800

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度子育て支援室スーパーバイザー配置に係る報償金の支出について（５月分）
26,760

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東淀川区地域版保健福祉計画策定支援にかかる外部講師の講師謝礼の支出について（５月分）
41,200

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年5月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
4,460

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
1,820

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
934

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
574

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,554

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,530

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
174

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,050

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
11,982

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
48,267

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
418,123

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
4,200
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東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
305,558

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
704,058

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
79,960

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 補装具費支給制度による、障がい者施策用補装具費の支出について
11,772

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
388,918

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付事業による扶助費の支出について
173,230

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
4,612

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
7,084

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
738

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 令和元年5月分　市内出張交通費の支出について（生活支援）
7,580

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 令和元年5月分　生活保護業務事務用コピー機にかかる消耗品費の支出について（保健福祉課（生活支援））
48,195

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 令和元年5月分　郵便料金の支出について（生活支援）
1,166,058

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具・住宅改修）にかかる経費の支出について
236,327

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費(文書料・その他医療扶助)にかかる経費の支出について
82,994

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（通院移送費）にかかる経費の支出について
160,670

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の経費の支出について
42,909

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
1,584

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 結核予防接種事業用医師報償金の支出について（令和元年５月分）
98,840

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業にかかる報償金（令和元年5月16日分）の支出について
6,300

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
656

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
2,788

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
37,266

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
584

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
28,262

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
2,172

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
82

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
34,067

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
1,394

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
6,734

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
632,632

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
7,922

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
738

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
27,244

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
25,514

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
140

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
550

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
140

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成31年度小中学校へのゲストティーチャー派遣事業（いのちと性の教育）業務委託に係る経費の支出について（令和元年５月分）
78,550

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成31年度小中学校へのゲストティーチャー派遣事業（情報モラル教育）に係る業務委託料の支出について（５月分）
75,722

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
20,136

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
912

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健）事務用後納郵便料の支出について（令和１年５月分）
92

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,308

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
4,780

東淀川区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 住宅改修理由書作成費6月分の支出について
8,000

東淀川区役所 地域課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　区設置防犯カメラに係る電気料金の支出について（5月分）下新庄5-13-9
313
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東淀川区役所 地域課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 交通安全対策事業　平成31年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策等業務委託経費の支出について（4月分）
120,890

東淀川区役所 地域課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 東淀川区地域活動協議会補助金の交付について（大隅西地域活動協議会）
2,951,952

東淀川区役所 地域課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　区設置防犯カメラに係る電気料金の支出について（5月分）上新庄2－18－19
313

東淀川区役所 地域課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　区設置防犯カメラに係る電気料金の支出について（5月分）小松3－14－33
313

東淀川区役所 地域課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　区設置防犯カメラに係る電気料金の支出について（５月分）瑞光5-8-10
313

東淀川区役所 地域課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和元年５月分）
15,799

東淀川区役所 地域課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　区設置防犯カメラに係る電気料金の支出について（５月分）菅原３－９
313

東淀川区役所 地域課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（地域課　令和元年５月分）
1,500

東淀川区役所 地域課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付の支出について
1,560

東淀川区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度新大阪駅及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業における公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について（5月23日実施　その１）
8,460

東淀川区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度新大阪駅及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業における公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について（5月23日実施　その１）
8,460

東淀川区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度新大阪駅及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業における公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について（5月23日実施　その３）
8,440

東淀川区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度新大阪駅及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業における公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について（5月23日実施　その２）
8,440

東淀川区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度新大阪駅及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業における公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について（5月23日実施　その２）
8,440

東淀川区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度新大阪駅及び周辺企業等の帰宅困難者対策事業における公募型プロポーザル企画提案会の選定委員報酬の支出について（5月23日実施　その３）
8,440

東淀川区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　ＩＰ無線機の使用料の支出について（5月分）
40,824

東淀川区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付の支出について
11,200

東淀川区役所 地域課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 交通安全対策事業　平成31年度　東淀川区における啓発指導員による放置自転車対策等業務委託経費の支出について（5月分）
129,720

東淀川区役所 地域課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 地域安全防犯対策事業　防犯カメラ（街頭用）（東淀川区役所）一式　借入（再リース）に係る経費と支出について(5月分)
61,128

東淀川区役所 地域課 令和元年06月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東淀川区民会館使用料の過年度還付の支出について
2,880

東淀川区役所 地域課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年５月分コピー機にかかる消耗品費の支出について（地域課）
24,512

東淀川区役所 地域課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域安全防犯対策事業　平成31年度　東淀川区における夜間の青色防犯パトロール業務委託に係る経費の支出について（5月分）
248,400

東淀川区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　区設置防犯カメラに係る電気料金の支出について（５月分）下新庄4-8-10
313

東淀川区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防災力向上事業　防災用タブレット使用料の支出について（5月分）
7,996

東淀川区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業　携帯電話料金の支出について（５月分）
8,657

東淀川区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
287

東淀川区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
916

東淀川区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
840

東淀川区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分（地域課）各種業務に係る後納郵便料金の支出について
1,358

東淀川区役所 地域課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 地域安全防犯対策事業　区設置防犯カメラに係る電気料金の支出について（５月分）西淡路1-14-21
313

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙開票所における開披台等の借上げにかかる経費の支出について
37,800

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙事務従事職員宿泊施設借上げにかかる経費の支出について
23,000

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙開票所における開披台等の借上げにかかる経費の支出について
24,840

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 大阪市議会議員選挙及び大阪府議会議員選挙にかかる個人演説会会場使用料の支出について
54,780

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙開票所における開披台等の借上げにかかる経費の支出について
18,900

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙事務従事職員宿泊施設借上げにかかる経費の支出について
11,500

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙開票所における開披台等の借上げにかかる経費の支出について
12,420

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙開票所における開披台等の借上げにかかる経費の支出について
18,900

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙事務従事職員宿泊施設借上げにかかる経費の支出について
11,500

東成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙開票所における開披台等の借上げにかかる経費の支出について
12,420

東成区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙開票事務にかかる東成区民センター時間外利用料の支出について
20,080

東成区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙開票事務にかかる東成区民センター時間外利用料の支出について
10,040

東成区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙開票事務にかかる東成区民センター時間外利用料の支出について
10,040

東成区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙啓発業務委託経費の支出について
226,800

東成区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙啓発業務委託経費の支出について
113,400

東成区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙啓発業務委託経費の支出について
113,400

東成区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（4月分）
22,248
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東成区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（大成、東中本、神路、片江、宝栄地域）にかかる経費の支出について（５月号分）
291,852

東成区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 東成区災害対策用職員住宅にかかる電話料金の支出について（5月分）
2,702

東成区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（運転手の雇用）
112,500

東成区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙投票所資材の搬入・搬出業務委託経費の支出について
249,210

東成区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（自動車の借入、ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成）
913,568

東成区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成）
404,506

東成区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙投票所資材の搬入・搬出業務委託経費の支出について
124,605

東成区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙用開票立会人（市長）報酬の支出について
8,800

東成区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙投票所資材の搬入・搬出業務委託経費の支出について
124,605

東成区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（自動車の借入）
89,640

東成区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（運転手の雇用）
112,500

東成区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について
395,080

東成区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度東成区広報紙「ひがしなりだより」編集業務委託にかかる経費の支出について（6月号分）
106,380

東成区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について
509,740

東成区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課用市内出張交通費の支出について（４月分）
18,815

東成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課用後納郵便料の支出について（５月分）
1,264

東成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度東成区広報紙「ひがしなりだより」点字版製作・配送業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（6月号分）
39,520

東成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（燃料代）
8,160

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東成区広報紙「ひがしなりだより」（平成31年5月号～平成32年4月号）概算印刷にかかる経費の支出について（6月号分）
347,052

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
4,720

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,732

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
390

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
585

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総合企画担当用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
324

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（北中道地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
54,378

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続）にかかる委託料の支出について（５月分）
326,948

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（中道地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
40,014

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（深江地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
37,449

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
1,386

東成区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
4,346

東成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 東成区災害対策用職員住宅にかかる賃借料等の支出について(令和元年７月分)
115,000

東成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課用コピー料金の支出について（令和元年５月分）
16,527

東成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
363,436

東成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン等機器一式　借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
16,200

東成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入経費の支出について（５月分）
10,865

東成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
160,322

東成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（東成区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,016

東成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（中本地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
34,884

東成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度地域課題解決型広報紙「ひがしなりだより」配布業務委託（東小橋地域）にかかる経費の支出について（6月号分）
30,780

東成区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,332

東成区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報業務にかかるタブレット端末の導入及び通信契約にかかる経費の支出について（４月分）
4,948

東成区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分）
6,560

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 東成区保健福祉センター（分館）電気料金の支出について（令和元年５月分）
68,801

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区役所電気料金の支出について（令和元年５月分）
642,333

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度東成区役所外１箇所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
27,540

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所庁舎外１箇所庁舎清掃業務委託長期継続経費の支出について（5月分）
472,203

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区保健福祉センター分館庁舎機械警備業務委託長期継続経費の支出について　（5月分）
10,800
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東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度東成区役所外１箇所から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（5月分）
3,650

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 東成区役所ケーブルテレビ使用料の支出について（令和元年５月分）
720

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙投票所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出変更について
34,020

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙投票所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出変更について
17,010

東成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙投票所から排出する産業廃棄物収集運搬処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出変更について
17,010

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（6月分）資金前渡　一般
100,000

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東成区役所住民情報業務等委託長期継続契約経費の支出について（４月分）
312,524

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東成区役所住民情報業務等委託長期継続契約経費の支出について（４月分）
3,190,564

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（令和元年６月支払分）
770,299

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和元年６月支払分）
250,000

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について（令和元年６月支払分）
522,810

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,600

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
3,240

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
35,244

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険等用事務用品購入経費の支出について
3,240

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
5,084

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
78,977

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
246

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について（6月分）
1,200

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー機利用料金の支出について（５月分）
20,882

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（５月分）
1,235

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（５月分）
10,741

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）用コピー料金の支出について（５月分）
370

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
12,413

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理５月分）
33,017

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
43,928

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
6,527

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
17,060

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理５月分）
261,661

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：管理５月分）
34,075

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
99,552

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（6月分①）
1,568,193

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
10,063

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
6,589

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（保険年金：保険５月分）
13,087

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
16,400

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について（6月分）②
1,400

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支出について（令和元年６月支払分）
283,375

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について（令和元年６月支払分）
250,000

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について（令和元年６月支払分）
85,580

東成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金の支出について（6月分②）
474,596

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所特別保育用・令和元年6月分）
10,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所消耗品費事業資金の支出について（東小橋保育所　令和元年6月分）
30,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
51,416

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
2,040

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
594

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
400
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東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
12,800

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,300

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による妊娠検査料の支出について（２件分）
8,500

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(５月分）の支出について（４件分）
69,500

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について（２件分）
99,900

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
2,290

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代・装具代）の支出について（２件分）
67,176

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
8,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検査料の支出について
13,990

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 介護認定審査会委員連絡協議会委員への報酬等の支出について
526,500

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 介護認定審査会委員連絡協議会委員への報酬等の支出について
5,520

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
4,475

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(５月分）の支出について（３件分）
32,556

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
15,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,400

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 子育てネットワーク構築支援事業用ひがしなりっ子すくすく・つながるフェアにかかる普通傷害保険料の支出について
10,800

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
193,994

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（５月分）の支出について
20,088

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（５月分）の支出について（８８名分）
744,546

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（５月分）の支出について（１０件分）
137,280

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４月分＞の支出について
32,012

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４月分＞の支出について
50,400

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４月分＞の支出について
30,472

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４月分＞の支出について
68,246

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４月分＞の支出について
25,802

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
1,600

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（２件分）
11,800

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
16,930

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による検査料の支出について（２件分）
17,580

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
23,500

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
213,400

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談報償金の支出について（令和元年5月14日実施分）
31,010

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
125,550

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
58,320

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
65,439

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
33,954

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
264,019

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用事務用品（ＰＰＣ用紙）購入経費の支出について
94,500

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
261,100

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
14,070

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（１０件分）
37,680

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（５月分）の支出について（８件分）
82,738

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による住宅改修にかかる費用の支出について
6,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
2,800

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
4,320

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
17,000
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東成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
14,845

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
73,564

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ２回目）
159,710

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ１回目）
24,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分一般１回目）
240,140

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ９回目）
162,719

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度保健福祉連携支援事業にかかる第１回専門分野別実務者会議（健康づくり推進）アドバイザー謝礼の支出について
14,660

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 ひがしなりっ子すくすくつながるフェア事業用ポスターの印刷及び経費の支出について
15,633

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
5,669

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
44,790

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ７回目）
36,430

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ６回目）
42,830

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ８回目）
51,950

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ５回目）
40,150

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ４回目）
31,550

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（４月分）の支出について（２件分）
10,540

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
90,720

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具購入にかかる費用の支出について
2,052

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 予防接種（ＢＣＧ）従事医師への報償金の支出について（５月分）
49,420

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（４月分）
2,450

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
371,941

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ３回目）
26,380

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（４月分）
4,892

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護関係職員市内出張交通費の支出について（４月分）
2,260

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代（５月分）の支出について（３件分）
50,490

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について
82,080

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
9,560

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
15,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
32,900

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（６件分）
19,320

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（４件分）
13,160

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 子育てネットワーク構築支援事業（子育てサークル合同イベント）用にかかる普通傷害保険料の支出について
10,920

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(５月分）の支出について（５件分）
80,800

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について
22,846

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（１１件分）
35,400

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
2,500

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
10,940

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具代）の支出について
9,117

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（３件分）
13,800

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（４月分）
1,380

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
82

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
2,214

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
82

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
772

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（４月分）
620

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
5,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
13,600
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東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
5,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
20,561

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（４月分）
1,196

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
862

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
10,952

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,400

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
82

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭費の支出について
221,320

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
164

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
820

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
18,293

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（４月分）
640

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
13,963

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,004

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
5,166

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
313,637

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,146

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,722

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
15,502

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
82

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
14,972

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（児童・保健）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,240

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
73,713

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
7,205

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
246

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（保健福祉）事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,036

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
16,256

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,080

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
200

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
594

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,400

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
104,524

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援担当業務用コピー料金の支出について（５月分）
28,706

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,900

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
222,585

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
86,692

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,520

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
952

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
6,513

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
15,487

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活支援担当用後納郵便料の支出について（５月分）
61,602

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（７月分）
13,500,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（７月分）
8,000,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
126,958

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
136,500

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
7,231
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東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
54,300

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について（２件分）
191,806

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４・５月分＞の支出について
5,714

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
58,014

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
42,828

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜４・５月分＞の支出について
59,357

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
27,214

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（７月分）
200,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
4,427

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による福祉用具にかかる費用の支出について
4,374

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
3,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用新規追給払い分扶助費の支出について（７月分）
600,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,759

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事業用事務用品（ゴム印）の購入及び経費の支出について
13,201

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（５月分）
9,344

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（５月分）
4,615

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（５月分）
9,754

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（費用支給）
527,688

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ１２回目）
41,800

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(５月分）の支出について
20,500

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(５月分）の支出について（２件分）
17,927

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
39,501

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（５月分）
1,446

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（児童・保健）事業用コピー料金の支出について（５月分）
7,281

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所給間食材料代の支出について（令和元年6月分）
499,150

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（５月分）
7,330

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事業用コピー料金の支出について（５月分）
138

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ１３回目）
24,400

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ１０回目）
24,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者日常生活用具給付費の支出について（５月分ストマ１１回目）
18,630

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 「子育てサークル合同イベント」事業用ポスターの印刷及び経費の支出について
10,800

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(４月分）の支出について
6,755

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(５月分）の支出について（３件分）
29,899

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について（５件分）
19,970

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（眼鏡代）の支出について（２件分）
38,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による文書料の支出について
5,970

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による治療材料費（装具・眼鏡代）の支出について（２件分）
76,124

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
44,712

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
100,000

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,280

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成31年４月分）
460

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成31年４月分）
1,640

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第１四半期）の支出について
1,025,958

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（５月分）
360

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（５月分）
460

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（５月分）
560
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東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（５月分）
620

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による紙おむつ代(６月分）の支出について（６件分）
85,860

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活移送費（引越代）の支出について（３件分）
142,200

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費＜５月分＞の支出について
33,798

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による通院移送費（６月分）の支出について（２０名分）
153,320

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
20,288

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 平成31年度第１回コホート検討会参画医師に係る報償金の支出について
11,360

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張等交通費の支出について（平成31年４月分）
1,012

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度　民生委員・児童委員にかかる費用弁償（第１四半期）の支出について
975,958

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 妊婦教室従事助産師への報償金の支出について（５月分）
11,160

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等従事者への報償金の支出について（５月分）
328,520

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,380

東成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について（１名分）
2,000

東成区役所 市民協働課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年7月16日午後集会室601使用分）
1,800

東成区役所 市民協働課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年7月9日午後集会室601使用分）
1,800

東成区役所 市民協働課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（４月分）の支出について
3,022

東成区役所 市民協働課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課出張交通経費（４月分）の支出について
1,248

東成区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度東成区子どもの体力向上事業にかかる事業者選定会議委員報償金の支出について(平成31年4月22日実施)
30,460

東成区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年6月29日午前集会室701使用分）
1,560

東成区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年7月21日午前・午後集会室601使用分）ほか2件
7,560

東成区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,000

東成区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年8月22日午前・午後集会室603使用分）
1,500

東成区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年7月4日午前・午後集会室604使用分）
1,500

東成区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年7月14日午前集会室603使用分）
1,200

東成区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年6月8日午前・午後集会室604使用分）ほか1件
3,600

東成区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年8月28日午前・午後集会室604使用分）
1,500

東成区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課用コピー料金の支出について（５月分）
31,493

東成区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用プリンター用トナーカートリッジ（マットブラック）ほか３点の買入にかかる経費の支出について
65,556

東成区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 令和元年度大阪市青少年福祉委員活動交付金の支出について
90,000

東成区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（５月分）の支出について
700

東成区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課後納郵便料（５月分）の支出について
2,222

東成区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和元年度学校選択制実施区アンケート調査回収用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
14,647

東成区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年7月31日午前・午後集会室604使用分）
1,500

東成区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年7月20日午前・午後集会室603使用分）
1,800

東成区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年6月23日午後アトリエ使用分）
3,360

東成区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災対策事業用　地域防災リーダー用隊員装備品　防災作業服（上衣）ほか４点買入にかかる経費の支出について
356,832

東成区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
1,502

東成区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東小橋小学校生涯学習ルーム「日本民謡」講師謝礼の支出について
20,000

東成区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用消耗品（Ａ４コピー用紙　外１点）買入経費の支出について
89,640

東成区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ひがしなり防災情報（LINE＠）ベーシックプラン５月分経費の支出について
5,400

東成区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年7月7日午後集会室701使用分）ほか1件
4,320

東成区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年9月15日全日小ホール使用分）ほか1件
68,880

東成区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年8月28日全日大ホール使用分）ほか3件
53,200

東成区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 東成区民センター既納使用料の還付について（令和元年6月28日午前集会室604使用分）
1,000

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用蛍光マーカー外79点買入経費の支出について
18,619

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用蛍光マーカー外79点買入経費の支出について
60,783

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用蛍光マーカー外79点買入経費の支出について
38,858
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生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用蛍光マーカー外79点買入経費の支出について
7,754

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用蛍光マーカー外79点買入経費の支出について
45,317

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用蛍光マーカー外79点買入経費の支出について
36,482

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用蛍光マーカー外79点買入経費の支出について
16,654

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用蛍光マーカー外79点買入経費の支出について
27,713

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等一式長期借入経費の支出について（平成３１年４月分）
5,184

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成３１年４月分）
539,665

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について
112,500

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について
15,235

生野区役所 企画総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について
433,440

生野区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成３１年４月分）
247,403

生野区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（生野区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
48,866

生野区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度導入LGWAN接続系利用パソコン等機器一式（生野区役所）長期借入経費の支出について（平成３１年４月分）
32,596

生野区役所 企画総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（５月分②）
4,200

生野区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（４月分）
105

生野区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（４月分）
65,901

生野区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業にかかる生野区広報紙企画編集業務委託経費の支出について（令和元年5月号分）
88,200

生野区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（４月分）
17,719

生野区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（４月分）
8,860

生野区役所 企画総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（４月分）
8,860

生野区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷物折加工等業務委託経費の支出について（令和元年5月号分）
70,281

生野区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（令和元年5月号分）
442,719

生野区役所 企画総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用点字プリンタ等借入経費の支出について（平成31年４月分）
4,482

生野区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務の従事にかかるタクシー代の支出について
450

生野区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務の従事にかかるタクシー代の支出について
650

生野区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務の従事にかかるタクシー代の支出について
325

生野区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務の従事にかかるタクシー代の支出について
225

生野区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務の従事にかかるタクシー代の支出について
325

生野区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙事務の従事にかかるタクシー代の支出について
225

生野区役所 企画総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成31年4月7日執行統一地方選挙の個人演説会の会場使用料（平成31年４月５日実施分）
27,390

生野区役所 企画総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業フロアマネージャー派遣（労働者派遣）経費の支出について（平成３１年４月分）
884,904

生野区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（５月分③）
19,926

生野区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外6点買入経費の支出について【5月実施分】
34,425

生野区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外6点買入経費の支出について【5月実施分】
18,468

生野区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所事務用プリンタートナーカートリッジ外6点買入経費の支出について【5月実施分】
17,496

生野区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（平成３１年４月分）
20,044

生野区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　生野区役所庁舎から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託経費の支出について（令和１年５月分）
14,824

生野区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（５月分③）
402

生野区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分②）
19,440

生野区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分②）
19,688

生野区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所庁舎清掃業務委託経費の支出について（令和１年５月分）
513,000

生野区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 需用費　食糧費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分②）
6,300

生野区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分②）
1,394

生野区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分①）
7,767

生野区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（生野区役所）（その２）長期借入に係る経費の支出について（令和１年５月分）
28,728

生野区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　食糧費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分①）
253

生野区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分①）
410



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

生野区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 生野区役所庁舎にかかる電気料金（令和1年5月分）の支出について
1,408,312

生野区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和１年度　区庁舎電話増移設等業務委託（3階　保健福祉課）経費の支出について
54,000

生野区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用新聞未購読世帯への生野区広報紙配付業務委託経費の支出について（令和元年５月号分）
147,549

生野区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用生野区広報紙点字版製作業務委託経費の支出について（令和元年６月号分）
85,536

生野区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用点字プリンタ等借入経費の支出について（令和元年５月分）
4,482

生野区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課（統計担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
246

生野区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課（統計担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
492

生野区役所 企画総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙にかかる不在者投票用レターパック購入経費の支出について
71,400

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷物折加工等業務委託経費の支出について（令和元年6月号分）
70,281

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用生野区広報紙印刷経費の支出について（令和元年6月号分）
442,719

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持用下水道使用料の支出について（令和1年5月分）
130,269

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
6,605

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
3,033

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,034

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
1,880

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
6,040

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について
60,080

生野区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 企画総務課（選挙担当）事務用料金後納郵便料の支出について（５月分）
4,994

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課事務用コピー料金の支出について（５月分）
32,141

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成29年度生野区事務用タブレット型端末長期借入業務の経費の支出について（令和元年５月分）
7,992

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度　生野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託経費の支出について（令和１年５月分）
32,761

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度　生野区役所産業廃棄物収集運搬・処理業務委託経費の支出について（平成３１年４月分）
143,294

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（生野区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
48,866

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等一式長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
5,184

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
247,403

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
539,665

生野区役所 企画総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度導入LGWAN接続系利用パソコン等機器一式（生野区役所）長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
32,596

生野区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生野区役所企画総務課事務用ＰＰＣ用紙買入経費の支出について
148,262

生野区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度生野区役所ケーブルテレビ利用料の支出について（令和元年５月分）
5,162

生野区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 地方統一選挙にかかる投票所民間事務従事者報償金の支出について
9,690

生野区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙事務用コピー料金の支出について（５月分）
553

生野区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 地方統一選挙にかかる投票所民間事務従事者報償金の支出について
4,845

生野区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 地方統一選挙にかかる投票所民間事務従事者報償金の支出について
4,845

生野区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分③）
1,640

生野区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生野区役所ひかり電話オフィス等使用料の支出について（５月分）
16,202

生野区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分③）
82

生野区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分③）
12,476

生野区役所 企画総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 需用費　食糧費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（６月分③）
18,880

生野区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 大阪市災害対策用職員住宅貸与に係る不動産賃貸料の支出について（２０１９年７月分）
172,000

生野区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 生野区役所お客様エスコートサービス事業フロアマネージャー派遣（労働者派遣）経費の支出について（令和元年５月分）
884,903

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金　令和１年６月分支払資金（一般）の支出について　　　　　　　令和１年６月３日支払分
200,000

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国保保険料還付金　令和１年６月分支払資金（退職者医療）の支出について　　　　　　令和１年６月３日支払分
5,000

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分住民情報担当分）
12,400

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（平成31年４月分）
42,161

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（４月分）
34,459

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成31年４月分窓口サービス課（住民情報）市内出張旅費の支出について
3,990

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（令和元年6月分住民情報担当分）
12,400
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生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金加算金の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和１年６月２１日支払分
6,000

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（滞繰・一般）の支出について　　　　　　　　　　　　　　　　令和１年６月２１日支払分
6,798,804

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（令和元年6月分住民情報担当分）
4,914

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（４月分）
623,530

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市生野区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）経費の支出について（４月分）
3,536,293

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業にかかる療養費の支出について（一般・６月分）
731,783

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について（受付番号 ４６～５１、５３～６０  １４件）
700,000

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について（受付番号　６～１０　５件）
305,650

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
2,260

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用コピー料金の支出について（令和元年５月分）
29,100

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
88,008

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（外国籍住民登録）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
2,438

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
6,632

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（就学担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,545

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）事務用コピー料金の支出について（５月分）
22,954

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
37,552

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
12,002

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
40,356

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
402,515

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
170,877

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
21,153

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金：保険）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
44,651

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
22,054

生野区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
8,318

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
31,200

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,840

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
190,350

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 特別保育　市立保育所消耗品費事業資金の支出について（令和元年6月分）
10,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 通常保育　市立保育所消耗品事業資金の支出について（令和元年6月分）
60,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（４月分）
23,717

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（４月分）
12,908

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（４月分）
28,200

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
87,480

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
172,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
95,040

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
286,253

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
13,175

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
889,512

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
390,708

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和元年4月分）
35,504

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
4,426

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（検診料）の支出について
11,020

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
43,200

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 大阪市生野区介護認定審査会委員連絡協議会報酬の支出について
1,072,500

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 大阪市生野区介護認定審査会委員連絡協議会報酬の支出について
5,560

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達に課題のあるこどもへの支援「いくみんすくすくクラス」の実施にかかる報償金の支出について（令和元年５月２０日開催分）
30,320

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
102,004
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生野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（妊娠検査料）の支出について
1,250

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
114,756

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
95,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
671,518

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
3,860

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健）事務用コピー料金の支出について（４月分）
16,629

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
3,826

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
29,553

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
57,439

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,696

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
468,351

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
38,016

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
496,797

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
580,512

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
42,617

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
142,644

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
51,696

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
9,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
16,684

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
192,950

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
140,880

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
29,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
820

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
420

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 保健福祉課（生活支援担当）職員市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
10,860

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
116,741

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
159,300

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成31年4月分）
9,208

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
453,386

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉事業に係る平成31年度母子父子寡婦福祉貸付金の支出について（第１四半期　追加分）
243,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉サービス）事務用コピー料金の支出について（４月分）
5,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（４月分）
19,114

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）事務用コピー料金の支出について（４月分）
2,967

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
144,950

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
229,060

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
172,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
1,641

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
97,848

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
13,847



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
78,600

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
46,790

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
156,120

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
491,534

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
48,740

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
24,120

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
90,428

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
96,163

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
385,758

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
60,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
108,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
113,893

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
199,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（平成31年4月分・令和元年5月分）
323,099

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
213,970

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
533,400

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
144,790

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
26,500

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
24,037

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
1,264,338

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
90,720

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
42,396

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
44,480

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度心身障がい者（児）住宅改修費給付について
500,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
36,960

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（家財処分料）の支出について
64,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
90,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
65,230

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
103,600

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
97,288

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和元年度BCG予防接種報償金の支出について(５月分)
49,420

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
418,463

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和元年4・5月分）
469,255

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
5,575

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
23,050

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
39,160

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
6,752

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
3,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,246

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,700

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
540

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
19,980

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
11,220

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,490

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,475

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 保健福祉課　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
590



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 いくの子育て応援事業用　いくぴよファイル用　ファイル購入経費の支出について
78,840

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
31,900

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
7,400

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
48,007

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
38,123

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
37,580

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
75,600

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和元年4・5月分）
450,754

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（人工妊娠中絶に係る費用））の支出について
19,990

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
809,314

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
69,500

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
25,504

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
27,280

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
359,278

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
145,252

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
51,722

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 企画総務課小口支払基金繰入金の支出について（保健福祉課（生活支援担当）6月分）
1,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
35,512

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
50,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による進学準備給付金の支出について
300,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健事業にかかる家族教室講師謝礼金の支出について（令和元年5月分）
8,960

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法にかかる7月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
38,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
39,900

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
111,782

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法にかかる7月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
20,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法にかかる7月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
500,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法にかかる7月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
4,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（自立支援医療手続協力料））の支出について
2,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
44,240

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法にかかる7月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,000,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（移送費）の支出について
24,324

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（その他医療扶助（人工妊娠中絶に係る費用））の支出について
13,452

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法にかかる7月分（1回目）生活保護費の支出について（資金前渡金）
1,500,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
3,240

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
24,970

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
169,896

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による葬祭扶助費の支出について
220,270

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による就労自立給付金の支出について
150,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和元年５月分乳幼児健診等用報償金の支出について
334,820

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業にかかる市立保育所賄材料費事業資金の支出について（令和元年6月分)
863,400

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
35,600

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,400

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
39,960

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
168,012

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
33,280

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
15,480
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生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
146,020

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
209,904

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
169,490

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
41,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
4,104

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
199,862

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（５月分）
16,655

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（５月分）
10,225

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）事務用コピー料金（その１・その２・その３）の支出について（５月分）
16,656

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（治療材料費）の支出について
224,440

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
246

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
164

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
1,240

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
1,092

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
246

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
22,537

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
656

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
492

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
5,018

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（健康増進）事務用料金後納郵便料（５月分）の支出について
15,950

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
8,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙の買入経費の支出について
36,612

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙の買入経費の支出について
27,459

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 いくの子育て応援事業用　情報誌外１点印刷経費の支出について（６～７月号分）
19,008

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第１四半期）
1,835,250

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
181,634

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
184,343

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
79,453

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
46,949

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
109,819

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
135,862

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
97,200

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
11,770

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による教育扶助費の支出について（令和元年4・5月分）
301,042

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
132,450

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
36,550

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（長期入院患者特別料金分）の支出について
28,800

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員活動にかかる費用弁償の支出について（第１四半期）
1,755,250

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙の買入経費の支出について
54,918

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙の買入経費の支出について
36,612

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和元年５月分）の支出について
158,519

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課事務用コピー用紙の買入経費の支出について
27,459

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和元年５月分）の支出について
38,153

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用料金後納郵便料（令和元年５月分）の支出について
466

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達に課題のあるこどもへの支援「いくみんすくすくクラス」の実施にかかる報償金の支出について（令和元年６月３日開催分）
30,320

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,243

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
2,670
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生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
624

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
8,474

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
3,754

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
802

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,144

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,000

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
246

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
10,932

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
3,361

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
748

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
713,459

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
100,029

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
242,214

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援担当）事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
72,385

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（被服費）の支出について
19,872

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活扶助費（移送費）の支出について
264,384

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による住宅維持費の支出について
75,384

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（福祉用具購入費）の支出について
17,006

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による介護扶助費（住宅改修費）の支出について
29,369

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による医療扶助費（文書料）の支出について
12,940

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法による出産扶助費の支出について
156,500

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和元年５月分　歯科健康相談事業にかかる報償金の支出について
31,010

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
37,069

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
20,902

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
17,009

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
6,281

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,322

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
3,782

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金（受取人払）の支出について（５月分）
776

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
424,231

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
100,688

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
738

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
1,116

生野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉サービス）事務用料金後納郵便料金の支出について（５月分）
13,988

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 令和元年度（平成31年度）生野区コミュニティ育成事業の実施経費の支出について（第1四半期）
2,300,188

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度大阪市生野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第１四半期　18団体分）
1,491,250

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 地域ボランティアによる福祉のまちづくり「ご近“助”パワフルサポート事業」の業務委託経費の支出について（第１四半期分）
3,749,531

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分）
432

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分）
1,137

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分）
10,314

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分）
3,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（４月分）
11,328

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（４月分）
55,100

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・近鉄今里駅周辺）経費の支出について（4月分）
67,392

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄北巽駅・南巽駅周辺）経費の支出について（4月分）
41,472

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度大阪市生野区高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第１四半期　東小路）
24,600

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分）
12,096
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生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分）
82

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分）
16,464

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（巽東5月分）
8,600

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 地域まちづくり課市内出張交通費の支出について（４月分）
6,580

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課６月分①）
352

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課６月分①）
740

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課５月分②）
1,140

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度大阪市生野区「生きるチカラを育む課外授業（田島中・新生野中）」業務委託にかかる選定委員報償金の支出について（令和元年5月29日開催）
52,360

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課６月分②）
1,056

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生涯スポーツ推進事業用ＰＰＣ用紙買入経費の支出について
111,456

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課用小口支払基金繰入金の支出について（地域まちづくり課６月分②）
453

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区防災対策事務費　ＩＰ無線機使用料の支出について（５月分）
13,608

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分６－３）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分６－２）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分６－１）
1,560

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（５月分）
45,607

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域まちづくり課事務用コピー料金の支出について（５月分）
5,097

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 人権啓発推進事業「夏休みこどもヒューマンシアター」チラシ・ポスターの印刷経費の支出について
28,846

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
47,952

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
328

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域・子ども安全コミュニティづくり事業地域安全防犯パトロール用携帯電話料金の支出について（5月分）
6,113

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
205

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
4,346

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,875

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,509

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
738

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,758

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
246

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域まちづくり課事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,882

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立生野区民センター既納使用料の還付について（過年度分６－６）
1,080

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度生涯学習ルーム事業における講師謝礼金の支出について（北鶴橋6月分）
5,000

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度市民協働型自転車利用適正化事業（近鉄鶴橋駅・近鉄今里駅周辺）の実施経費の支出について（5月分）
67,392

生野区役所 地域まちづくり課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度市民協働型自転車利用適正化事業（地下鉄北巽駅・南巽駅周辺）の実施経費の支出について（5月分）
46,656

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課コピー代の支出について（平成31年4月分）
6,914

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課コピー代の支出について（平成31年4月分）
10,512

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課コピー代の支出について（平成31年4月分）
16,172

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区役所窓口案内業務従事者派遣（長期継続契約）その２に係る経費の支出について（平成31年4月分）
181,571

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直業務用　平成31年度　旭区役所における宿日直用寝具等借入（概算契約）経費の支出について（平成31年4月分）
13,500

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙に係る選挙公報音訳版の作成にかかる報償金の支出について（平成31年4月7日執行分）
3,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙に係る選挙公報音訳版の作成にかかる報償金の支出について（平成31年4月7日執行分）
3,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課コピー代の支出について（平成31年4月分）
6,770

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課コピー代の支出について（平成31年4月分）
3,385

旭区役所 企画総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　消耗品費 企画総務課コピー代の支出について（平成31年4月分）
3,385

旭区役所 企画総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙に係る投票所施設使用料の支出について
13,250

旭区役所 企画総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙に係る投票所施設使用料の支出について
6,625

旭区役所 企画総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙に係る投票所施設使用料の支出について
6,625

旭区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
6,242
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旭区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 旭区魅力発信事業用　音楽の祭日２０１９inあさひ　チラシ及びポスター印刷経費の支出について
25,137

旭区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
19,800

旭区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
9,920

旭区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
6,120

旭区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
246

旭区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
450

旭区役所 企画総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 企画総務課　小口支払基金繰入金の支出について（平成31年5月分）
23,200

旭区役所 企画総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙企画編集業務所要経費の支出について（令和元年６月号）
182,520

旭区役所 企画総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙にかかる啓発自動車借上げ業務の支出について
162,540

旭区役所 企画総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙にかかる啓発自動車借上げ業務の支出について
81,270

旭区役所 企画総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　船車賃借料 統一地方選挙にかかる啓発自動車借上げ業務の支出について
81,270

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙に係る投票所施設使用料（新森西投票所）の支出について
25,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 選挙事務用　統一地方選挙にかかる会議机等借入所要経費の支出について
270,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年４月７日執行統一地方選挙にかかる区民センター延長使用料の支出について
42,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 選挙事務用　統一地方選挙にかかる投票所設営用テント借入所要経費の支出について
98,756

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年４月７日執行統一地方選挙にかかる区民センター延長使用料の支出について
21,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 選挙事務用　統一地方選挙にかかる投票所設営用テント借入所要経費の支出について
49,377

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 選挙事務用　統一地方選挙にかかる会議机等借入所要経費の支出について
135,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙に係る投票所施設使用料（新森西投票所）の支出について
12,500

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年４月７日執行統一地方選挙にかかる区民センター延長使用料の支出について
21,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 選挙事務用　統一地方選挙にかかる会議机等借入所要経費の支出について
135,000

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙に係る投票所施設使用料（新森西投票所）の支出について
12,500

旭区役所 企画総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 選挙事務用　統一地方選挙にかかる投票所設営用テント借入所要経費の支出について
49,377

旭区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
障がい者の就業訓練を目的とした大阪市旭区役所庁舎並びに旭区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和元年5月
分） 637,200

旭区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理事業用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入経費の支出について（平成２８年３月～平成３２年２月借入）【平成31年度５月分】
246,142

旭区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 旭区役所及び旭区保健福祉センター分館におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）一式借入（その２）経費の支出について（令和元年5月分）
4,298

旭区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料
平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（旭区役所）一式長期借入（平成30年３月１日～平成34年２月28日まで）にかかる経費の支出について（令和元年５月
分） 346,019

旭区役所 企画総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（旭区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
10,865

旭区役所 企画総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成31年度旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年4月
分） 8,138

旭区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区役所事務用トナーカートリッジ買入（旭区役所）の経費の支出について
250,344

旭区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報事業用　区広報紙印刷業務所要経費の支出について（令和元年6月号）
281,232

旭区役所 企画総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成31年度旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和元
年5月分） 4,050

旭区役所 企画総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 旭区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期契約）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
7,560

旭区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 旭区保健福祉センター分館における電気料金の支出について（令和元年5月分）
59,326

旭区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 旭区役所における電気料金の支出について（令和元年5月分）
480,375

旭区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙配付等業務所要経費の支出について（令和元年６月号）
28,200

旭区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 広報事業用　区広報紙点字版製作・発送業務所要経費の支出について（令和元年6月号）
51,732

旭区役所 企画総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成31年度旭区役所庁舎及び旭区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和元年5月
分） 3,939

旭区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区役所業務用　タブレット端末利用に係る通信料の支出について（令和元年５月分）
7,992

旭区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
3,670

旭区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
1,886

旭区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
377

旭区役所 企画総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 企画総務課　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
13,976

旭区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システムにかかる回線使用料の支出について（令和元年5月分）
3,814

旭区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明発行システム通信料の支出について（令和元年5月分）
610

旭区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 旭区役所における専用回線電話代の支出について（令和元年5月分）
28,308

旭区役所 企画総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分　選挙一般事務費）
2,210
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旭区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災事業用　衛星携帯電話通信料の支出について（平成31年４月分　日本デジコム）
49,000

旭区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域防災事業用　衛星携帯電話通信料にかかる経費の支出について（平成31年４月分　KDDI）
40,000

旭区役所 市民協働課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度　旭区における文化・芸術を通じたコミュニティ育成事業委託事業者選定会議における委員報酬の支出について（5月17日開催分）
28,240

旭区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 旭区民センター既納使用料の還付について（3/22過年度取消分）
68,160

旭区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防災事業用　レーザープリンターほか２４点買入経費の支出について
127,094

旭区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 備品購入費　機械器具費 防災事業用　レーザープリンターほか２４点買入経費の支出について
153,900

旭区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分・２回目）
2,200

旭区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分・２回目）
2,160

旭区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 市民協働課　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分・２回目）
4,800

旭区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ（公設置）に係る電気料金の支出について（５月分）
6,273

旭区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（令和元年５月分）
38,000

旭区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム（地域連携支援）講師謝礼金の支出について（令和元年５月分）〈その２〉
10,000

旭区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課　市内出張旅費の支出について（令和元年５月分）
6,390

旭区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料
地域防災事業用　旭区役所における災害対策用ＩＰ無線機の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成31年３月～平成36年２月）【令和元年５
月分】 31,320

旭区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 旭区民センター既納使用料の還付について（2/26・3/30過年度取消分）
19,060

旭区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯区業務用電話代の支出について（５月分）
7,872

旭区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度　旭区にほんご教室講師謝礼金の支出について（令和元年５月分）
58,032

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域課題育や人権に関する学習会にかかる講師謝礼金の支出について【6月3日開催分】（生涯学習推進事業用）
14,250

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　コピー代の支出について（令和元年５月分）
5,281

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災事業用　救急用品セット外１点の買入経費の支出について
301,309

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課　コピー代の支出について（令和元年５月分）
15,975

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　料金後納郵便利用額の支出について（令和元年５月分）
980

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　料金後納郵便利用額の支出について（令和元年５月分）
280

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　料金後納郵便利用額の支出について（令和元年５月分）
3,082

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　料金後納郵便利用額の支出について（令和元年５月分）
574

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　料金後納郵便利用額の支出について（令和元年５月分）
5,852

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　料金後納郵便利用額の支出について（令和元年５月分）
205

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　料金後納郵便利用額の支出について（令和元年５月分）
420

旭区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課　料金後納郵便利用額の支出について（令和元年５月分）
942

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（6月分支払資金）
27,000

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金の支出について（6月分支払資金）
3,000

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
281,996

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市旭区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
2,697,427

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録）市内出張交通費（平成３１年４月分）の支出について
300

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（4月分、5月分）の支出について
490

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（4月分、5月分）の支出について
360

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（4月分、5月分）の支出について
720

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（4月分、5月分）の支出について
1,510

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 保険年金担当市内出張旅費（4月分、5月分）の支出について
360

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付加算金の支出について
2,100

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
1,755,616

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
251,437

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
10,482

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
47,164

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
21,598

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
9,548

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
209,683



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
45,216

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
52,264

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
17,324

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 令和元年６月分　国民健康保険事業用葬祭費負担金の支出について
800,000

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（令和元年5月分）
4,630

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（令和元年5月分）
891

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（令和元年5月分）
891

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（令和元年5月分）
7,130

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（令和元年5月分）
1,400

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険事業用　国民健康保険療養費の支出について（５月執行分）
390,750

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　保険年金担当コピー代の支出について（令和元年5月分）
2,700

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　コピー代の支出について（令和元年５月分）
307

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）　後納郵便料の支出について（平成３１年５月分）
1,232

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課　コピー代の支出について（令和元年５月分）
16,238

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）　後納郵便料の支出について（平成３１年５月分）
65,196

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（戸籍・住民登録担当）　後納郵便料の支出について（平成３１年５月分）
82

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　カラーコピー用紙ほか６点買入経費の支出について
4,276

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　カラーコピー用紙ほか６点買入経費の支出について
5,616

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料歳出還付金（一般）の支出について
277,407

旭区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　カラーコピー用紙ほか６点買入経費の支出について
4,860

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課保健・子育て支援担当および保健福祉センター分館のコピー代の支出について（平成３１年４月分）
16,994

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 平成３１年度市立保育所消耗品事業資金（特別保育）６月分の支出について
10,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 平成３１年度市立保育所消耗品事業資金（通常保育）６月分の支出について
90,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保健福祉課（生活支援）　コピー代の支出について（平成31年４月分）
38,381

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和元年度　５月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
24,710

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（平成３１年４月分）
5,576

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,995

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,687

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
6,200

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
11,880

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て安全ネット事業用「プレママサロン」における講師謝礼の支出について(５月１８日開催分)
8,600

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年２月～４月分、令和元年５月分　未支給児童手当の支払いについて
20,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者（児）施策用補装具費の支出について
135,840

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
179,644

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　家財処分料の支出について
162,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
247,061

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　就労自立給付金の支出について
53,033

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　進学準備給付金の支出について
200,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（平成３１年４月追加分）
6,740

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 おかあさんのほっと！タイム（５月開催）にかかる講師料の支出について（5月28日実施分）
13,460

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て安全ネット事業用「赤ちゃん広場」における講師謝礼の支出について(５月２９日開催分)
4,300

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児童）日常生活用具給付金の支出について
334,429

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　福祉用具購入費の支出について
1,890

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
4,150

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　通院移送費の支出について
180

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
47,200

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　通院移送費の支出について
161,110
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旭区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度（高齢者）市長審判請求にかかる診断書作成料の支出について
13,640

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
712,660

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
423,467

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月前半分）
5,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 保健・子育て支援担当　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月前半分）
17,280

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　福祉用具購入費の支出について
2,850

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　福祉用具購入費の支出について
3,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
7,400

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和元年６月分　ＢＣＧ接種医師報償金の支出について
49,420

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 平成31年度　家族教室事業における講師謝礼金の支出について【令和元年５月８日開催分】
9,160

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和元年５月分乳幼児健診等医師等報償金の支出について
303,810

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 令和元年度市立保育所賄材料費（６月分）の支出について
1,675,450

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
13,800,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
8,000,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
350,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　治療材料費の支出について
143,598

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
70,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護費の支出について（７月分）
500,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
1,814

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
82

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
82

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
304

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
420

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
420

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
15,522

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
82

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
738

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
2,538

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
328

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健・子育て支援担当　後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
13,116

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務適正化対策事業にかかる携帯電話代の支出について（５月分）
3,101

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
19,842

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
5,867

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
13,973

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
11,874

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅改修費の支出について
1,800

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
22,589

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
4,613

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
304,696

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
43,481

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 地域福祉担当　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
8,004

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課保健・子育て支援担当および保健福祉センター分館のコピー代の支出について（令和元年５月分）
23,287

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
82

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
345,623

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
105,633

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
14,495
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旭区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
128,338

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（生活支援）　後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
9,160

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
151,228

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,115,625

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる令和元年５月分後納郵便料金の支出について
3,140

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　家財処分料の支出について
54,000

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
402,575

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　オムツ代の支出について
2,356

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　生活移送費の支出について
527,040

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　家財処分料の支出について
183,600

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　住宅維持費の支出について
19,440

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　教育扶助費の支出について
1,368,419

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　福祉用具購入費の支出について
4,590

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
98,220

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　　文書料の支出について
16,130

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法による被保護者扶助費　葬祭費の支出について
3,614,722

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 健康増進費用「親子教室で骨盤体操」における講師謝礼の支出について（令和元年6月開催分）
9,020

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,069,375

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険コピー代の支出について（令和元年５月分）
11,040

旭区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる令和元年５月分後納郵便料金の支出について
85,011

城東区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度 区広報誌「ふれあい城東」（5月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
623,869

城東区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理再講習受講にかかる経費の支出について
4,000

城東区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 第19回統一地方選挙　市内出張交通費の支出について（平成31年４月分・口座振替不能による再支出分）
616

城東区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 第19回統一地方選挙　市内出張交通費の支出について（平成31年４月分・口座振替不能による再支出分）
307

城東区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 第19回統一地方選挙　市内出張交通費の支出について（平成31年４月分・口座振替不能による再支出分）
307

城東区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 第19回統一地方選挙　公報音訳録音謝礼の支出について（平成31年４月分・口座振替不能による再支出分）
8,000

城東区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費用 城東区複合施設から排出する産業廃棄物処分業務委託の経費支出について（平成31年4月）
5,184

城東区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「令和元年度城東区区政会議まちづくり部会（５月）」手話通訳謝礼にかかる経費の支出について
14,000

城東区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「令和元年度城東区区政会議地域福祉部会（５月）」手話通訳謝礼にかかる経費の支出について
14,000

城東区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度 区広報誌「ふれあい城東」（6月号）印刷業務（概算契約）にかかる経費支出について
1,070,118

城東区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　費用弁償 第19回統一地方選挙　開票・選挙立会人への費用弁償の支出について（平成31年４月分）
360

城東区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 「令和元年度城東区区政会議こども・教育部会（５月）」手話通訳謝礼にかかる経費の支出について
14,000

城東区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について
11,000

城東区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度 区広報誌「ふれあい城東」（6月号）企画・編集業務委託(概算契約)にかかる経費支出について
459,000

城東区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度 城東区広報誌「ふれあい城東」(6月号)の点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費支出について
96,768

城東区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区複合施設清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について(5月分)
1,015,200

城東区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎管理経費用　城東区複合施設ＡＥＤ(自動体外式除細動器)セット一式　長期借入にかかる経費の支出について(5月分)
2,689

城東区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　ケーブルテレビ利用料の支出について(５月利用分)
1,748

城東区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　仮設倉庫電気使用料の支出について（５月分）
656

城東区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費用 城東区複合施設から排出する一般廃棄物および産業廃棄物収集運搬業務委託の経費支出について（令和元年5月）
14,371

城東区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
164

城東区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
9,184

城東区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 事務用カラーコピー料金の支出について（令和元年５月分）
7,220

城東区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　雨水利用にかかる下水道使用料の支出について（５月分）
20,457

城東区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
10,636

城東区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
253,170

城東区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
338,590
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城東区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（城東区役所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
54,563

城東区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 城東区災害対策用職員住宅にかかる什器経費の支出について（５月分）
9,990

城東区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 区長の大阪市災害対策住宅用職員住宅の賃貸借契約に伴う経費の支出について（令和元年７月分）
116,000

城東区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市民協働課（市民活動）市内出張旅費の支出について（平成31年度４月分）
4,104

城東区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　電気使用料の支出について（令和元年５月使用分）
1,270,451

城東区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課一般事務用　後納郵便料（５月分）の支出について
2,301

城東区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵送料（総合企画関係書類）の支出について（令和元年5月分）
8,176

城東区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費用 城東区複合施設から排出する産業廃棄物処分業務委託の経費支出について（令和元年5月）
2,484

城東区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話等窓口事業にかかる通信費（令和元年５月利用分）の支出について
14,044

城東区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金担当）市内出張旅費の支出について（平成３１年４月分）
412

城東区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス料金の支出について（令和元年５月分）
745

城東区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　空調用ガス料金の支出について（令和元年５月分）
113,036

城東区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 第19回統一地方選挙用　区役所附設会館時間外使用料の支出について
22,670

城東区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 第19回統一地方選挙用　区役所附設会館時間外使用料の支出について
11,335

城東区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 第19回統一地方選挙用　区役所附設会館時間外使用料の支出について
11,335

城東区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務用および地方選挙事務用　コピー機使用料の支出について（令和元年５月分）
68,702

城東区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　水道料金の支出について（令和元年６月分）
255,830

城東区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 まち魅力プロモーション事業用　モバイルデータ通信料（５月分）の支出について
3,693

城東区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用および地方選挙事務用　コピー機使用料の支出について（令和元年５月分）
471

城東区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分前半）
26,230

城東区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民局証明書発行システム用　ＮＴＴ西日本　回線使用料の支出について（令和元年５月利用分）
3,814

城東区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分前半）
16,500

城東区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 第19回統一地方選挙　公報音訳録音謝礼の支出について（平成31年４月分・口座振替不能による再支出分（その２））
8,000

城東区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分前半）
22,020

城東区役所 市民協働課 令和元年06月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その3）
2,160

城東区役所 市民協働課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その4, その5）
8,500

城東区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市城東区における新たな地域コミュニティ支援事業業務委託料の支出について(平成31年4月分)
1,475,000

城東区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 芸術文化の薫るまちづくり事業用　グランドピアノ調律業務委託にかかる経費の支出について
12,960

城東区役所 市民協働課 令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その7）
5,300

城東区役所 市民協働課 令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その8）
2,160

城東区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民主体による花と緑のまちづくり事業用　育苗用培土ほか１点買入にかかる経費の支出について
137,160

城東区役所 市民協働課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市立城東区民センター及び大阪市立城東区老人福祉センター管理運営業務代行料について（平成31年4月分）
2,401,478

城東区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動場電気料金の支出について（5月分）その２
392

城東区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動場電気料金の支出について（5月分）その１
4,057

城東区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その12）
2,300

城東区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その9）
9,720

城東区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その10～11）
2,480

城東区役所 市民協働課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その6）
1,560

城東区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 「種から育てる地域の花づくり事業」にかかる花づくり広場電気使用料の支出について（５月分）
1,176

城東区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年5月分その13）
13,520

城東区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年6月分その1）
2,400

城東区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働担当事務にかかる後納郵送料（令和元年5月分）の支出について
1,100

城東区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民活動支援担当事務にかかる後納郵送料（令和元年5月分）の支出について
15,316

城東区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　自転車用ワイヤーロック鍵式の買入にかかる経費の支出について
194,400

城東区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全対策業務用　携帯電話使用料の支出について（５月利用分）
9,086

城東区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年6月分その2, その3）
2,500

城東区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動広場水道使用料の支出について（6月分）その２
1,555
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城東区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平成31年度「学校体育施設開放事業」にかかる諏訪運動広場水道使用料の支出について（6月分）その１
4,444

城東区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 大阪市立城東区民センター既納使用料の還付について（令和元年6月分その4,その5）
2,600

城東区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度　生涯学習ルーム事業　講師謝礼金の支出について（令和元年5月分）
50,000

城東区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市城東区コミュニティ育成事業業務委託料の支出について（1回目/全2回）
9,115,710

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年４月分)
8,462

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年４月分)
6,766

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年４月分)
2,016

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年４月分)
569

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年４月分)
3,447

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(令和元年６月分)
200,000

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険給付用出産育児一時金・葬祭費支払資金の支出について(令和元年６月分)
1,260,000

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（６月分・一般）支払資金の支出について
50,000

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金（６月分・退職）支払資金の支出について
10,000

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(平成31年４月分)
433

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成31年4月分）の支出について
579,323

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市城東区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる委託料（平成31年4月分）の支出について
3,174,449

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用療養費の支出について(令和元年6月18日支払い)
1,138,611

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報担当事務用　ドラム／トナーカートリッジ　外10点の買入にかかる経費の支出について
359,316

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
274,721

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
380,445

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
338,525

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
366,552

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
5,300

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
1,349,779

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）個人番号カード交付事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
3,866

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）特別永住事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
2,638

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）印鑑登録事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
32,334

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住基コード等用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
26,460

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）支援措置事務用　料金受取人払郵便料の支出について（５月分）
770

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
44,646

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）住民情報事務用　料金受取人払郵便料の支出について（５月分）
1,174

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）戸籍事務用　料金受取人払郵便料の支出について（５月分）
26,796

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
8,377

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（住民情報）就学事務用　料金後納郵便料の支出について（５月分）
492

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
24,957

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
91,902

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
1,176

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
36,342

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
243,602

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
4,131

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
96,095

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
55,235

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付加算金の支出について
1,400

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の歳出還付金の支出について
2,493,363

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
720

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(令和元年５月分)
13,084

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保険年金担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
840
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城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(令和元年５月分)
1,618

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(令和元年５月分)
2,883

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(令和元年５月分)
9,550

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(令和元年５月分)
813

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(令和元年５月分)
4,928

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険給付用出産一時金の支出について(元年６月28日支払い)
554,990

城東区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 窓口サービス課(保険年金)事務用コピー料金の支出について(令和元年５月分)
670

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
17,291

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
26,285

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
255,359

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
1,076,871

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
217,250

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
45,790

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（特別保育分）の支出について（令和元年6月分）
20,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 大阪市立保育所消耗品事業資金（通常保育分）の支出について（令和元年6月分）
90,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（平成31年4月分）
3,365

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
2,789

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
2,268

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
2,750

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
6,010

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
2,743

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
8,046

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
667

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
3,334

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
3,325

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（平成31年4月分）
2,025

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
1,417

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
6,443

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・介護保険）一般事務用コピー代（平成３１年４月分）の支出について
2,090

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（平成31年4月分）
5,265

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 受給事由消滅による未支払児童手当の支出について（平成３１年４月分）
105,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和元年５月分　ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について
98,840

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月06日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金：４月～６月分）の支出について
699,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
30,853

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
5,669

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
191,027

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
26,825

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
64,443

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師謝礼金の支出について（令和元年５月分）
9,160

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 地域支援事業用　大阪市介護保険住宅改修理由書作成に伴う経費の支出について
2,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
91,130

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
325,634

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（非指定医療機関診療報酬）の支出について
4,155,020

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
571,492
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城東区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護用扶助費（福祉用具等）の支出について
10,600

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
214,390

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 令和元年５月決定分　就労自立給付金の支出について
138,567

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
905,376

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
69,860

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和元年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助、住宅扶助)の支出について
469,038

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
473,962

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和元年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助、住宅扶助)の支出について
36,920

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和元年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助、住宅扶助)の支出について
18,830

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和元年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助、住宅扶助)の支出について
142,120

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護用扶助費（葬祭代）の支出について
476,176

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和元年５月分 歯科健康相談にかかる報償金の支出について
62,020

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
4,487

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
18,316

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
12,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
6,910

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
1,640

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
123,368

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
2,720

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
6,274

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
8,350

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
3,160

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
1,332

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
6,410

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 小口支払基金繰入金（保健）の支出について（５月分）
3,400

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
240,020

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
27,872

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
23,868

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 令和元年５月分　乳幼児健康診査等事業にかかる報償金の支出について
612,930

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
2,117,528

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
4,120

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
1,633,944

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
27,720

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
281,894

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代）の支出について
327,089

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月21日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉貸付金（修学資金：４月～６月分）の支出について（追加分）
243,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
17,275

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
12,752

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和元年７月分）
19,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和元年７月分）
11,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和元年７月分）
400,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和元年７月分）
150,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護用扶助費（文書料等）の支出について
146,213

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和元年６月  ２回目分）
33,310

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護用扶助費の支出について（資金前渡：令和元年７月分）
2,000,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立保育所賄材料費の支出について（令和元年６月分）
2,401,700

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
54,000
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城東区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見人等の報酬助成にかかる費用の支出について
259,200

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,544

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
140

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,944

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
21,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
214,560

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
8,272

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,519

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
14,893

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
82

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
656

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
328

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
92

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
246

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
14,924

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
1,558

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
72,455

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
11,960

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
28,088

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,798

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,042

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
708,672

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
9,700

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
99,010

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
31,984

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,354

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）一般事務用後納郵便料の支出について（５月分）
152,828

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健衛生関係後納郵便料金の支出について（1年5月分）
902

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見市長審判請求にかかる診断書料の支出について
5,400

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
43,700

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
43,700

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者日常生活用具給付事業用　扶助費の支出について
453,967

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護用扶助費（オムツ代等）の支出について
649,343

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護用扶助費（給食費等）の支出について
1,172,482

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度　発達障がいサポート事業にかかるサポーター謝礼の支出について（令和元年５月分）
421,216

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（令和元年5月分）
3,645

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度高齢者食事サービス事業補助金の支出について（第2四半期分）
1,353,274

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成31年度民生委員費用弁償（第1四半期分）の支出について
1,624,875

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
14,085

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
767,527

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,550

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
6,590

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
57,439

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
34,500

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費等・高額障がい児給付費の支出について
34,500

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便（受取人払）の料金支出について（令和元年５月分）
40,456

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便の料金支出について（令和元年５月分）
490,672
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城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和元年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助、住宅扶助)の支出について
663,505

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和元年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助、住宅扶助)の支出について
10,000

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和元年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助、住宅扶助)の支出について
31,040

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和元年６月支給決定分　生活保護用一時扶助費(生活扶助、医療扶助、生業扶助、住宅扶助)の支出について
53,684

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画にかかる医師報償金の支出について（令和元年６月分）
11,360

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 令和元年６月分　歯科健康相談にかかる報償金の支出について
31,010

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和元年5月分）
2,815

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（令和元年5月分）
2,835

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成31年度児童委員費用弁償（第1四半期分）の支出について
1,556,125

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（令和元年5月分）
703

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（令和元年5月分）
5,265

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成31年度学校選択制アンケート調査回収用後納郵便料（受取人払分）の支出について（令和元年5月分）
34,823

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成３１年度　小学校での時間外学習会支援事業にかかるサポーターへの報償金の支出について（令和元年５月分）
61,740

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健関係（保健活動）事務用コピー料金の支出について（令和元年5月分）
3,645

城東区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健関係（保健）事務用コピー料金の支出について（令和元年5月分）
5,265

鶴見区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 第19回統一地方選挙執行用区役所附設会館時間外利用にかかる経費の支出について
31,986

鶴見区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 第19回統一地方選挙執行用区役所附設会館時間外利用にかかる経費の支出について
15,992

鶴見区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 第19回統一地方選挙執行用区役所附設会館時間外利用にかかる経費の支出について
15,992

鶴見区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成31年５月号～平成32年４月号）（鶴見区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（５月号分）
526,284

鶴見区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成31年５月号～平成32年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月号分）
57,750

鶴見区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成31年４月号～平成32年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（４月号分）
396,136

鶴見区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（４月分）
2,042

鶴見区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業及び鶴見区広聴事業　コピー使用にかかる経費の支出について（４月分）
2,040

鶴見区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 第19回統一地方選挙にかかる産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(概算契約)の契約及び支出について
104,845

鶴見区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動用公費負担分の支出について
254,700

鶴見区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 第19回統一地方選挙にかかる産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(概算契約)の契約及び支出について
52,423

鶴見区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 第19回統一地方選挙にかかる産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託(概算契約)の契約及び支出について
52,422

鶴見区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙執行にかかる投票所投票立会人報酬の支出について（口座振替不能分）
5,325

鶴見区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙執行にかかる投票所民間従事者報償金の支出について（口座振替不能分）
6,500

鶴見区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動用公費負担分の支出について
537,980

鶴見区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙執行にかかる投票所投票立会人報酬の支出について（口座振替不能分）
2,661

鶴見区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙執行にかかる投票所民間従事者報償金の支出について（口座振替不能分）
3,250

鶴見区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙執行にかかる投票所投票立会人報酬の支出について（口座振替不能分）
2,661

鶴見区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙執行にかかる投票所民間従事者報償金の支出について（口座振替不能分）
3,250

鶴見区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　費用弁償 統一地方選挙執行にかかる開票立会人費用弁償の支払いについて（平成31年4月7日執行分）
100

鶴見区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成31年４月号～平成32年３月号）全戸配布業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月号分）
396,325

鶴見区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業講師謝礼金（５月分）にかかる報償金の支払いについて
5,000

鶴見区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区一般管理経費用　市内出張交通費の支出について（４月分）
53,377

鶴見区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
596

鶴見区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
180

鶴見区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
200

鶴見区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙用　市内出張交通費の支出について（統一地方選挙分）
2,830

鶴見区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙用　市内出張交通費の支出について（統一地方選挙分）
1,415

鶴見区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙用　市内出張交通費の支出について（統一地方選挙分）
1,415

鶴見区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）について（５月分）
4,121

鶴見区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　鶴見区役所庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる支出ついて（５月分）
13,271

鶴見区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月）
200,562
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鶴見区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
5,757

鶴見区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月）
2,236

鶴見区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　窓口サービス課（保険年金）用受付番号発券呼出機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
18,360

鶴見区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費　AED（自動体外除細動器）セット一式長期継続借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
7,236

鶴見区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
295,255

鶴見区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区一般管理経費用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（鶴見区役所）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
10,865

鶴見区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（教育）事務用（発達障がいサポート事業）後納郵便料金の支出について（５月分）
492

鶴見区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持費　大阪市鶴見区役所・保健福祉センター庁舎清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
506,520

鶴見区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校選択制（アンケート回収）事務用にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
25,705

鶴見区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課（教育）事務用（青少年）後納郵便料金の支出について（５月分）
6,146

鶴見区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市鶴見区青少年指導員活動交付金の支出について（茨田東）
15,400

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
9,584

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
7,187

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課(教育担当）事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
7,187

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（生涯・人権）後納郵便料の支出について（５月分）
6,670

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用（生涯・人権）後納郵便料の支出について（５月分）
3,508

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
1,812

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務・統一地方選挙事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,100

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務・統一地方選挙事務用後納郵便料の支出について（５月分）
7,216

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務・統一地方選挙事務用後納郵便料の支出について（５月分）
462

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務・統一地方選挙事務用後納郵便料の支出について（５月分）
231

鶴見区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務・統一地方選挙事務用後納郵便料の支出について（５月分）
231

鶴見区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持費　電気料金にかかる支出について（５月分）
610,745

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費及び統計調査事務用　後納郵便料の支出について（５月分）
522

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造事業用および区政会議運営事業用　後納郵便料の支出について（４、５月分）
386

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 鶴見区広聴事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
388

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 魅力創造事業用および区政会議運営事業用　後納郵便料の支出について（４、５月分）
4,846

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成31年５月号～平成32年４月号）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号分）
57,750

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用鶴見区広報紙「広報つるみ」（平成31年５月号～平成32年４月号）企画・編集業務委託にかかる経費の支出について（６月号分）
321,840

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　ケーブルテレビ利用料の支出について（５月分）
720

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広聴事業用タブレット型端末１点借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,996

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区庁舎設備維持費　宿直用寝具類一式の借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,936

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費及び統計調査事務用　後納郵便料の支出について（５月分）
164

鶴見区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動用公費負担分の支出について
15,445

鶴見区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 鶴見区広聴事業用　後納郵便料の支出について（４・５月分）
451

鶴見区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の広報事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
4,985

鶴見区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 区一般管理経費用　市内出張交通費の支出について（４月口座不能分）
2,056

鶴見区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区一般管理経費　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
76,680

鶴見区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 魅力創造事業用　コピー使用にかかる経費の支出について（５月分）
5,773

鶴見区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 広報紙（平成31年５月号～平成32年４月号）（鶴見区役所）概算印刷にかかる経費の支出について（６月号分）
525,327

鶴見区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区一般管理経費　庁内回線電話使用料の支出について（５月分）
16,202

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業用　反射型自転車スポークデコレーション買入経費について
18,684

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（鶴見北地域活動協議会）
1,977,000

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（茨田東地域活動協議会）
1,124,658

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（鶴見地域活動協議会）
2,831,000

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（茨田地域活動協議会）
1,622,000

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（ＮＰＯ法人榎本地域活動協議会）
4,916,250
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鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（横堤地域活動協議会）
2,028,000

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（今津地域活動協議会）
2,996,250

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（茨田西地域活動協議会）
2,015,000

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（茨田南地域活動協議会）
2,450,000

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（焼野地域活動協議会）
2,596,250

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（特定非営利活動法人緑・ふれあいの家）
2,500,000

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市鶴見区地域活動協議会補助金の支出について（茨田北地域活動協議会）
2,847,500

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 防犯事業に係る携帯電話使用料金の支出について（令和元年５月分）
4,862

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和元年５月分）
3,645

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和元年５月分）
1,436

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課コピー代の支出について（令和元年５月分）
6,414

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 防犯事業（業務）用　半袖ドライポロシャツほか4点買入経費の支出について
46,818

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
1,066

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
82

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
2,706

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働課（市民協働担当）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
27,798

鶴見区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館使用料還付金支出事務委託にかかる還付用資金（過年度用）の支出について（令和元年７月分）
150,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託（第２回変更契約）にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
383,685

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託（第２回変更契約）にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
3,116,271

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の６月分窓口還付にかかる還付金の支出について
30,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の６月分窓口還付にかかる退職被保険者等還付金の支出について
10,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（４月分）
12,500

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（４月分）
2,430

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月10日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）事務用市内出張費の支出について（４月分）
630

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月10日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（保険年金）事務用市内出張費の支出について（４月分）
630

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の還付（還付加算金）の支出について（令和元年６月１７日払）
2,200

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（歳出還付一般）の支出について（令和元年６月１７日払）
2,906,369

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（歳出還付一般）の支出について（令和元年６月１７日払）
8,839

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の還付（歳出退職一般）の支出について（令和元年６月１７日払）
465

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費
区住民情報関係事務経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）及び番号法関連事業用（個人番号カード交付勧奨通知等送付用）の後納郵便料の支出に
ついて（５月分） 574

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費
区住民情報関係事務経費住民情報事務用（印鑑登録照会等送付用）及び番号法関連事業用（個人番号カード交付勧奨通知等送付用）の後納郵便料の支出に
ついて（５月分） 76,448

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報事務用（就学通知書等送付用）後納郵便料の支出について（５月分）
328

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
4,525

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
30,451

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
23,619

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　管理）
192,629

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
19,201

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
42,372

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
7,174

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用料金後納及び受取人払郵便料の支出について（５月分　保険）
45,744

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託（第２回変更契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
383,685

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市鶴見区役所住民情報業務等委託（第２回変更契約）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,116,271

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（５月分）
18,000

鶴見区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（保険年金）コピー代金の支出について（５月分）
455

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,045

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（特別保育用）の支出について（6月分）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所に対する消耗品費（通常保育用）の支出について（6月分）
30,000
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鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
51,540

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
7,950

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和元年６月５日払分）
62,520

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和元年6月5日払分）
367,664

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和元年6月5日払分）
1,175,758

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当の支出について（令和元年6月窓口払い分）
30,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
29,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員にかかる市内出張交通費等の支出について（平成31年4月分）
6,854

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
69,120

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
42,200

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 子育て支援事業用　「第１５回愛Loveこどもフェスタ」用消耗品７点買入にかかる経費の支出について
71,539

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和元年6月11日払分）
84,440

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について(平成31年度4月分)
98,840

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成31年度4月分　内科)
271,810

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成31年度4月分　歯科等)
296,310

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
12,830

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
22,444

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
4,470

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
3,640

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について(５月分)
11,988

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援事業　第１５回「愛Loveこどもフェスタ」における人形劇、手遊び等の講師謝礼の支出について
25,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
4,200

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
4,412

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
158,614

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
1,163,021

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
191,097

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
85,416

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
22,880

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求に係る診断書料について（４月２３日依頼分）
5,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
46,009

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
16,350

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
106,840

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
119,678

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる妊娠検査料の支出について（令和元年6月17日払）
2,670

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和元年6月17日払分）
252,574

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる住宅改修費の支出について（令和元年6月17日払分）
1,822

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる治療材料費の支出について（令和元年6月17日払分）
241,117

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和元年6月17日払分）
68,080

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和元年6月17日払分）
293,240

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
96,079

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
84,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
12,858

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
85,223

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
18,864

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
20,960

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ６月分生活保護費（追加分）の支出について
1,700,000
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鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種にかかる医師報償金の支出について(平成31年度5月分)
98,840

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談にかかる歯科医師等報償金の支出について（平成31年度5月分）
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成31年度5月分　歯科等)
229,180

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる報償金の支出について(平成31年度5月分　内科)
370,650

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金（受取人払）の支出について（５月分）
15,891

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
54,669

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
14,387

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
585

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 地域保健事業経費　普通乗用車長期借入経費の支出について（令和元年5月）
39,744

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
404,180

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
10,500

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
28,730

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
146,464

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
17,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
42,150

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（５月予算配付分）
380

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成31年度4月分)
2,470

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
246

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
266

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
478

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
82

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
19,925

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる出張旅費の支出について(平成31年度4月分)
280

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
82

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
5,343

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納料金郵便料の支出について(令和元年度5月分)
21,785

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（５月予算配付分）
760

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課用市内出張交通費の支出について（５月予算配付分）
600

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 大阪市介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
2,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金後納郵便料の支出について（5月分）
402,873

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務用料金受取人払後納郵便料の支出について（5月分）
25,902

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 ７月分生活保護費の支出について
5,500,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 ７月分生活保護費の支出について
2,800,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 ７月分生活保護費の支出について
100,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和元年６月24日払分）
23,750

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 ７月分生活保護費の支出について
150,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者自立支援法に基づく補装具費の支出について（費用支給）
637,397

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支出について（５月分）
2,429

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
82,434

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
14,320

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
29,160

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
24,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,130

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
13,750

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付金の支出について
109,420

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用携帯電話使用料の支出について（5月分）
4,220

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支出について（５月分）
3,440
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鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支出について（５月分）
5,753

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険事務用コピー代金の支出について（５月分）
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
3,495

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
71

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
8,750

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
1,609

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
3,608

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
3,444

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
23,595

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
28,400

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
392

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
4,878

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
246

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
82

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる家財処分費用の支出について（令和元年6月27日払）
260,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる移送費（引越料）の支出について（令和元年６月27日払分）
269,017

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかる妊娠検査料の支出について（令和元年6月27日払）
520

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護世帯にかかる住宅維持費の支出について（令和元年6月27日払分）
145,800

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（令和元年6月27日払分）
730,738

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護世帯にかかる教育扶助金の支出について（令和元年6月27日払分）
24,732

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護世帯にかかる福祉用具購入費の支出について（令和元年6月27日払分）
6,929

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる通院移送費の支出について（令和元6月27日払分）
58,082

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる中絶にかかる費用の支出について（令和元年6月27日払分）
64,270

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護世帯にかかる文書料の支出について（令和元年６月27日払分）
56,570

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護世帯にかかる葬儀料の支出について（令和元年6月27日払分）
521,550

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護世帯にかかる進学準備給付金の支出について（令和元年6月27日払分）
400,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科相談にかかる歯科医師等報償金の支出について（令和元年度6月分）
6,300

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
5,494

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
17,914

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
4,840

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
8,364

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
430

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
4,646

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所に対する賄材料費の支出について（6月分）
881,100

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
6,202

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
9,448

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 福祉五法業務及び各種医療助成業務に係る後納料金郵便料（5月分）の支出について
164

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援事業　第１５回「愛Loveこどもフェスタ」におけるつながりあそび講習会の講師謝礼の支出について
35,700

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成31年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
931,375

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用5月分コピー料金の支出について
8,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援担当職員にかかる市内出張交通費等の支出について（平成31年5月分）
1,380

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和元年6月28日払分）
324,660

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護世帯にかかるおむつ代の支出について（令和元年6月28日払分）
363,053

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成31年度民生委員・児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
877,625

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用5月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用5月分コピー料金の支出について
10,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 需用費　消耗品費 福祉五法関係事務及び各種医療助成事業関係事務用5月分コピー料金の支出について
861
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鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 大阪市介護保険住宅改修理由書作成費の支払いについて
6,000

鶴見区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成制度における報酬助成の支出について（６月１２日決定分）
216,000

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 コピー用紙ほか１点購入にかかる経費の支出について
341,161

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用 阿倍野区役所自動ドア保守点検業務委託にかかる経費の支出について（第１四半期分）
37,260

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年５月分②）
4,877

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年５月分②）
1,922

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年５月分②）
2,700

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年５月分②）
5,328

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年度契約）（令和元年５月分）
8,006

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成29年度契約）（令和元年５月分）
114,046

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成28年度契約分）（令和元年５月分）
21,112

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式 長期借入にかかる経費の支出について（平成27年度契約分）（令和元年５月分）
284,277

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（阿倍野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度契約）（令和元年５月分）
3,016

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 阿倍野区災害対策用職員住宅の賃借料の支出について（令和元年７月分）
76,000

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 区の広報事業用「平成31年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』新聞折込広告業務委託（概算契約）」にかかる経費の支出について（6月号）
363,245

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
60,249

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 区の広報事業「平成31年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（6月号）
530,496

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「大阪市阿倍野区役所庁舎清掃業務委託　長期継続」にかかる経費の支出について（平成２９年度契約）（令和元年５月分）
530,280

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業「平成31年度　阿倍野区広報紙『広報あべの』企画編集及び印刷業務委託」にかかる経費の支出について（6月号）
174,960

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
3,370

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
484

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
3,030

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
580

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
246

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用及び常時啓発用後納郵便料にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,018

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 常時選挙事務用及び常時啓発用後納郵便料にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
7,134

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用電気使用料の支出について（令和元年５月分）
588,957

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成３１年度阿倍野区役所宿日直専門員用寝具借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,150

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課等事務用　ケーブルテレビ利用料の支出について（令和元年５月分）
4,514

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 総務課広報事務用　タブレット端末の利用にかかる支出について（5月分）
10,586

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区の広報事業用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について(５月分)
75,847

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　阿倍野区こどもの「生きる力」を育む事業にかかる経費支出について（令和元年５月分）
319,100

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区の広報事業用　平成31年度阿倍野区広報紙「広報あべの」点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（5月分）
32,508

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年度　総務課等事務用市内出張交通費の支出について（５月分・６月分①）
36,193

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
202,413

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課等事務用等 物品の購入にかかる経費の支出について
34,927

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年６月分①）
10,548

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年６月分①）
3,883

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年６月分①）
320

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年６月分①）
16,200

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年６月請求分回線使用料（市民局証明書発行システム）の支出について
3,814

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年６月分①）
18,600

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年６月請求分各担当事務用電話専用回線使用料の支出について
16,202

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　阿倍野区役所窓口案内業務委託にかかる経費の支出について（5月分）
285,300

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年６月分①）
1,490

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金の繰入金の支出について（令和元年６月分①）
4,028

阿倍野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第25回参議院議員通常選挙にかかる投票用紙送付用レターパックプラス外1点の購入経費の支出について
171,000
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阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区防災事業　地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について（追加２名）
1,200

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市立阿倍野区民センター管理運営業務委託料にかかる経費の支出について（第１四半期分）
26,557,442

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　阿倍野区コミュニティ育成事業にかかる経費の支出について（第１回目）
1,355,400

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月2回目）
1,918

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用園芸用品(真砂土外11点)の購入にかかる同経費の支出について
140,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 不登校児などの相談支援事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（５月分）
275,120

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度 教員サポート講習会実施にかかる講師謝礼の支出について（苗代小学校６月５日実施）
24,210

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外４事業にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
820

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外４事業にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
82

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外４事業にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
328

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外４事業にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
205

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域活動協議会活動支援事業外４事業にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
1,118

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 教育支援担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
6,000

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度学校体育施設開放事業にかかる委託料の支出について（１回目）
1,162,500

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 令和元年度発達障がいサポート事業にかかるサポーターの報償金の支出について（５月分）
304,991

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外１事業にかかる後納郵便経費の支出について（令和元年５月分）
10,317

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区の教育事業外１事業にかかる後納郵便経費の支出について（令和元年５月分）
120

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育委員会事務局における学校選択制にかかる後納郵便経費の支出について（令和元年５月分）
34,920

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 区の教育事業用　令和元年度阿倍野区「親力アップ」講演会実施にかかる講師謝礼の支出について（第１回：令和元年６月10日実施分）
28,500

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 阿倍野区花と緑のまちづくり支援事業用お茶外５点の購入にかかる同経費の支出について
31,260

阿倍野区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 区防災事業　地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について（追加１名）
600

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る6月分歳出還付金の資金前渡の支出について（一般分）
20,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る6月分歳出還付金の資金前渡の支出について（退職被保険者等還付金分）
5,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月04日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和元年６月分）
650,000

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月06日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
1,220,288

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所　住民情報業務等委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（４月分）
394,902

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市阿倍野区役所　住民情報業務等委託　長期継続契約にかかる経費の支出について（４月分）
4,002,291

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月11日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和元年６月分）
175,912

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 阿倍野区役所窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用レジスター修繕業務にかかる経費の支出について
73,224

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,800

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険にかかる療養費の支出について（令和元年６月分その２）
134,051

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険に係る保険料過誤納金の還付金の支出について（一般分）
706,540

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（令和元年６月分）
645,839

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和元年度窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用 後納郵便料の支出について（5月分）
2,128

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度窓口サービス課（住民登録・戸籍）事務用 後納郵便料の支出について（5月分）
88,220

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
3,770

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
33,738

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
165,810

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険管理）事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
303,314

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
37,229

阿倍野区役所 窓口サービス課 令和元年06月24日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険年金）事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
14,594

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年５月）
24,143

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年５月）
126,826

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和元年５月）
9,240

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（令和元年６月分特別保育用）
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所事業にかかる高松保育所及び阪南保育所消耗品費の資金前渡金支出について（令和元年６月分通常保育用）
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年５月）
94,548
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年５月）
5,095

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の妊娠検査料にかかる生活扶助費の支出について（令和元年５月）
4,250

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の検診料にかかる医療扶助費の支出について（令和元年５月）
4,020

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和元年５月）
23,030

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年５月）
7,640

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年５月）
30,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護の衛生材料費等にかかる出産扶助費の支出について（令和元年５月）
8,707

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
183,075

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
14,040

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
35,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の住宅維持にかかる住宅扶助費の支出について（令和元年５月）
163,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和元年５月）
16,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和元年５月）
673,166

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 BCG予防接種医師にかかる報償金の支出について（５月分）
24,710

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
57,439

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
11,737

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
151,948

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
10,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
23,252

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年５月）
109,531

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度子育てカウンセリング事業専門相談にかかる報償金の支出について（５月分）
85,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度子育てカウンセリング事業専門相談スタッフにかかる報償金の支出について（５月分）
5,616

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度阿倍野区子育て支援者講座（第１回）にかかる講師謝礼の支出について
10,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（令和元年６月）
21,500

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる長期入院患者に係る診療報酬請求の医療扶助費の支出について（令和元年６月）
99,120

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,892

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
127,080

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
27,360

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
80,699

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成３１年４月、令和元年５月分）
276,936

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
219,544

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
29,250

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
5,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
4,100

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
5,292

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
49,193

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
31,440

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
92,276

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
26,825

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
47,168

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
29,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,950

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
4,100

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健子育て担当事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,464

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書の作成料金の支出について
5,400
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
420

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
75,856

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 保健福祉課(福祉介護)事務用　小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,762

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 ぴああべのん及びピアカウンセリング等一時保育にかかる市民活動行事保険料（令和元年７月分）の支出について
4,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
105,466

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入及び住宅改修にかかる介護扶助費の支出について（令和元年６月）
6,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
51,310

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
27,460

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
69,422

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
8,380

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和元年６月）
438,846

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の進学準備給付金にかかる措置扶助費の支出について（令和元年６月）
100,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務における市内出張交通費の支出について（５月分）
1,260

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険事業にかかる住宅改修理由書作成費（令和１年６月請求分）の支出について①
4,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）①
81,140

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）②
21,013

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度子育てカウンセリング事業ピアカウンセリングにかかる報償金の支出について（５月分）
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度子育てカウンセリング事業一時保育にかかる報償金の支出について（５月分）
11,232

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
71,739

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る申立費用の支出について
3,400

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 乳幼児発達相談強化事業にかかる心理相談員の報償金の支出について（５月分）
38,460

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
1,440

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期分）にかかる経費の支出について
1,132,833

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
155,418

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
74,827

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
51,696

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
15,720

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
14,085

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
61,121

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
79,510

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
16,580

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
24,333

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
16,740

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（令和元年６月）
23,923

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 保健事業にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
1,100

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談における歯科衛生士の報償金の支出について（6月5日実施分）
6,300

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期分）にかかる経費の支出について
1,086,583

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分その１）
7,052

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分その１）
79,775

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分その１）
215,742

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分その１）
4,908

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分その１）
4,095

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分その１）
12,087

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料金の支出について（５月分その２）
38,937

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
501,120

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
136,313

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
41,280
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和元年７月定例・随時分）
14,600,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の断酒会移送費にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
1,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和元年７月定例・随時分）
7,800,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和元年７月定例・随時分）
400,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護の福祉用具購入にかかる介護扶助費の支出について（令和元年６月）
2,100

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料および検診料にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
25,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和元年７月定例・随時分）
150,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
120,785

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
12,900

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護にかかる扶助費の支出について（令和元年７月定例・随時分）
700,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和元年６月）
432,366

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（５月分）
463,230

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 介護保険担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
4,460

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 助産師相談事業用　3か月児健診における助産師相談従事者への講師謝礼の支出について（６月分）
11,160

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（５月分）
10,992

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（５月分）
36,300

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（５月分）
4,305

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（５月分）
3,294

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
284,244

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
13,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
197,856

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
21,600

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
40,750

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 福祉事務用料金後納郵便にかかる経費の支出について（５月分）
20,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成３１年４月、令和元年５月分）
384,585

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護の就労自立給付金にかかる措置扶助費の支出について（令和元年６月）
142,941

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
202

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
666

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
656

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
1,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
9,986

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
656

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
246

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
2,214

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
656

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
82

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
1,588

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
164

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
18,718

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育所事業に係る高松保育所及び阪南保育所の賄材料費の資金前渡金支出について（令和元年６月分）
1,596,250

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
3,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 乳幼児健診等にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
246
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阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
1,076

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 後見人等の報酬の助成に係る費用の支出について
216,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,640

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,558

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 福祉担当等事務用　タブレット端末の利用にかかる経費の支出について（５月分）
4,296

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
738

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
93,424

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
47,349

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
37,130

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
64,604

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 身体障がい者（児）にかかる補装具費支給事業経費の支出について（代理受領方式）
4,240

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
17,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
29,620

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）にかかる日常生活用具給付事業経費の支出について
60,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
8,040

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 子育て支援担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（5月分）
8,867

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,034

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
492,854

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 子育て支援担当事務用　料金後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
6,621

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 需用費　消耗品費 福祉担当事務用　乾式電子複写機にかかるコピー料金の支出について（５月分）
12,483

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
44,820

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
88,560

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護の住宅扶助費の支出について（令和元年６月）
21,000

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の文書料および検診料にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
27,830

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護の引越代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
192,200

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護のおむつ代にかかる生活扶助費の支出について（令和元年６月）
116,351

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護の給食費等にかかる教育扶助費の支出について（平成３１年４月、令和元年５月分）
178,104

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の通院移送費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
9,920

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護の治療材料費にかかる医療扶助費の支出について（令和元年６月）
125,800

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護の葬祭にかかる葬祭扶助費の支出について（令和元年６月）
228,240

阿倍野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見開始の審判請求に係る診断書の作成料金の支出について
3,240

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 窓口サービス課（住民登録・戸籍）事業にかかる市内出張等交通費（４月分）の支出について
460

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３1年度６月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支払準備金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成３１年度６月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支払準備金の支出について
500,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　６月分）
1,263,317

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（一般）令和元年６月分　支払資金の支出について
50,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の歳出還付金（退職）令和元年６月分　支払資金の支出について
5,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月06日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　普通旅費 平成３１年４月分　　国民健康保険事業にかかる市内出張交通費の支出について
560

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（４月分）
451,078

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所における住民情報業務等委託事業費の支出について（４月分）
3,719,990

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月10日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 平成31年度（令和元年度）　令和元年5月分国民健康保険療養費（一般分）の支出について
1,156,136

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　６月分）
791,947

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（５月分）の支出について
84,292

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民登録・戸籍グループ事務用後納郵便代金（料金受取人払・５月分）の支出について
22,407

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 戸籍・住民登録グループ用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（5月分）
15,658

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
7,650

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
49,949
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住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
50,949

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
5,096

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業にかかる後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
297,407

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
82,430

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
2,719

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
79,126

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月20日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業等にかかる後納郵便料金の支出について（令和元年5月分）
2,492

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 国民健康保険事業にかかる研修等市内出張交通費（令和元年5月分）の支出について
560

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　一般　６月分）
565,989

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険法の規定による保険料の還付金の支出について（歳出還付金　退職　６月分）
1,351

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（令和元年5月分）
9,765

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 国民健康保険業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（令和元年5月分）
4,185

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 平成３１年度６月分　国民健康保険事業にかかる葬祭費の支出について
950,000

住之江区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

平成３1年度６月分　国民健康保険事業にかかる出産育児一時金の支出について
1,664,000

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（特別保育用６月分）の支出について
20,000

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所消耗品費事業資金（通常保育用６月分）の支出について
60,000

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
82,800

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
253,166

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成３１年４月分）
6,259

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成３１年４月分）
8,487

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成３１年４月分）
7,661

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年度乳幼児健診等報償金の支出について（４月分館）
303,810

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年度乳幼児健診等報償金の支出について（４月南港）
136,150

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月05日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉）業務におけるコピー代金等の支出について（平成３１年４月分）
2,629

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（１）
12,000

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 平成31年度　歯科健康相談事業報償金の支出について（５月分）
31,010

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H31-1 No.159）
5,400

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（費用支給）
324,830

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 ふだんのくらししあわせプラン推進支援事業「７２時間サバイバル災害時に生き抜く力を学ぶ」講演会にかかる講師謝礼金の支出について
11,290

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（４月分）
1,280

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（４月分）
5,730

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
1,364,865

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業用市内出張等交通費の支出について（４月分）
900

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（代理受領方式）
187,224

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月13日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子父子寡婦福祉貸付金の支出について15（修学資金・専修学校【専門】・第１四半期）
238,500

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費にかかる経費の支出について（２）
2,000

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 成年後見制度市長審判請求にかかる診断書料の支出について（H31-2 No.160）
5,400

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（費用支給）
424,966

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（費用支給）
51,500

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰越金の支出について（４月分）
13,800

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰越金の支出について（４月分）
2,900

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 小口支払基金繰越金の支出について（４月分）
7,404

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 小口支払基金繰越金の支出について（４月分）
421

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
177,885

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（費用支給）
48,000

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（費用支給）
913,679

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年５月分）の支出について
9,600
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住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 平成３１年度 ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について（５月分）
49,420

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年度乳幼児健診等報償金の支出について（５月南港）
136,150

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年５月分）の支出について
88,653

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（高齢・介護保険）業務におけるコピー代金等の支出について（平成３１年５月分）
6,467

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年５月分）の支出について
16,667

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年５月分）の支出について
2,206

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（高齢・介護保険）事務にかかる後納郵便料（平成３１年５月分）の支出について
660

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
5,387

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
7,332

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
3,633

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
18,830

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
9,243

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
17,677

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
91,879

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月24日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉）業務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
18,142

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（５月分）
380

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和元年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（５月分）
724

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和元年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（５月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 令和元年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（５月分）
772

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 令和元年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（５月分）
45,528

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和元年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（５月分）
82

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 令和元年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（５月分）
8,516

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 令和元年度各種保健事業用後納郵便料の支出について（５月分）
19,422

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立北加賀屋保育所及び御崎保育所にかかる賄材料費の支出について（６月分）
1,514,950

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 国保▲用資材の使用料の支出について
4,860

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 軽四輪自動車（住之江区保健福祉センター事業用）長期借入にかかる支出について（５月分）
29,916

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（５月分）
10,144

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費の支出について（費用支給）
83,040

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 重度障がい者（児）日常生活用具給付費（ストマ用装具等）の支出について（費用支給）
286,481

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域健康講座における講師謝礼金の支出について(南港子育て広場　6月分)
7,380

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域健康講座における講師謝礼金の支出について(平林健康講座　6月分)
7,280

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について（代理受領方式）
122,414

住之江区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成３１年度乳幼児健診等報償金の支出について（５月分館）
339,680

住之江区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（4月分）の支出について
3,340

住之江区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（平成31年5月号）の配布業務及び配布先宅の見守り業務の経費の支出について
394,506

住之江区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（5月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
71,240

住之江区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償にかかる経費の支出について
3,230

住之江区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償にかかる経費の支出について
16,370

住之江区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償にかかる経費の支出について
1,615

住之江区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償にかかる経費の支出について
8,183

住之江区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償にかかる経費の支出について
8,183

住之江区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償にかかる経費の支出について
1,615

住之江区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者及び投票立会人報酬（投開票日分）にかかる経費の支出について
6,240

住之江区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償金の支出について
6,500

住之江区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者及び投票立会人報酬（投開票日分）にかかる経費の支出について
3,120

住之江区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償金の支出について
3,250

住之江区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者及び投票立会人報酬（投開票日分）にかかる経費の支出について
3,120
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住之江区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における民間従事者（投開票日分）の報償金の支出について
3,250

住之江区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 高速プリンター（住之江区役所）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
26,784

住之江区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 住之江区役所事業用軽四輪自動車の長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年度５月分）
21,708

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課一般事業用　高速プリンター用トナー　買入にかかる経費の支出について
174,312

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について③
903,679

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について④
1,046,657

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について②
538,220

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について⑤
671,813

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について⑥
507,133

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分にかかる経費の支出について①
480,733

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成31年度校長経営戦略支援予算「小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業」にかかるe-ラーニング教材の導入経費の支出について
12,960

住之江区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 平成31年度校長経営戦略支援予算「小中一貫校における特色ある教育環境づくり事業」にかかるe-ラーニング教材の導入経費の支出について
12,960

住之江区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（４月分）【追加】
2,760

住之江区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
24,462

住之江区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
3,000

住之江区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
384

住之江区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
4,360

住之江区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
19,900

住之江区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
2,500

住之江区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（５月分）の支出について
1,230

住之江区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 平成31年4月7日執行 統一地方選挙個人演説会開催にかかる公営費用額の支出について（4/2アスール幼稚園）
27,390

住之江区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 連絡調整・研修等にかかる市内出張等交通費（平成31年４月分）の支出について
39,872

住之江区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務事務用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（５月分）
46,620

住之江区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 南港ポートタウンサービスコーナー用乾式電子複写機消耗品費等使用料の支出について（５月分）
575

住之江区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度住之江区中学生の海外派遣事業派遣者選定委員会にかかる報償金の支出について
53,520

住之江区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙用　切手の買入にかかる経費の支出について
14,760

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
4,838

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
432

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
6,483

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
2,268

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
4,000

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
903

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 住之江区広報紙「さざんか」（令和元年６月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
722,299

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
5,218

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
410

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
633

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
13,091

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
2,936

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館から排出する一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（5月分）
15,136

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区広報紙「さざんか」（令和元年６月号）企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について
273,780

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住之江区役所庁舎及び住之江区保健福祉センター分館清掃業務委託長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
637,200

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 南港ポートタウンサービスコーナー清掃業務委託にかかる経費の支出について（日常5月分）
22,680

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「住之江区広報紙さざんか」（令和元年6月号）製作業務（概算契約）にかかる経費の支出について
73,208

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区保健福祉センター分館機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
34,560

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
600

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務事業用後納郵便代金（５月分）の支出について
451

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発事務および参議院議員通常選挙事務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
6,232
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住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（６月分中間）の支出について
1,476

住之江区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙常時啓発事務および参議院議員通常選挙事務にかかる後納郵便料金（５月分）の支出について
3,010

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区役所・保健福祉センター分館用電気料金の支出について（令和元年５月分）
128,537

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和元年5月分）について
16,434

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 住之江区役所・保健福祉センター分館用電気料金の支出について（令和元年５月分）
607,132

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 区長応接室設置用ケーブルテレビ使用料（5月分）の支出について
3,340

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２９年７月借入分）　長期借入（令和元年５月分）の支出について
16,240

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成３０年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
173,510

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式（平成２９年３月借入分）　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
28,789

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
411,971

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和元年5月分）について
127,441

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 南港ポートタウンサービスコーナー賃料・共益費及び電気料の支出（令和元年5月分）について
60,912

住之江区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（住之江区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,016

住之江区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 フリーアドレスにかかるコードレス電話機の買入経費の支出について
57,542

住之江区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 遠隔手話・外国語通訳支援モデル事業用タブレット型端末使用料（令和元年５月分）にかかる経費の支出について
3,996

住之江区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
11,880

住之江区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 証明書発行システム用回線使用料（令和元年５月分）の支出について
7,628

住之江区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度発達障がいサポーター活動報償金の支出について（５月分）
423,139

住之江区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成31年度発達障がい等ボランティア活動報償金の支出について（5月分）
11,000

住之江区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉センター分館専用回線用ひかり電話使用料（令和元年５月分）の支出について
53,224

住之江区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（令和元年５月分）にかかる経費の支出について
5,130

住之江区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度校長経営戦略支援予算スクールソーシャルワーカー派遣事業にかかる報償金の支出について（５月分）
166,956

住之江区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度校長経営戦略支援予算スクールソーシャルワーカー派遣事業にかかる報償金の支出について（５月分）
95,404

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
341,465

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
12,520

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
56,490

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
100,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
18,740

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
6,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
364,390

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
501,120

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
194,218

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
82,118

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
115,787

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護報酬の支出について
35,650

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法におけるその他医療扶助費の支出について
6,030

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における医療扶助（検診料）の支出について
18,890

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法における出産扶助費の支出について
252,720

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
907,842

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
760,894

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
33,060

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
152,050

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月２４日分）
3,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月１１日分）
17,520

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
41,556

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
328,994

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における移送費（医療）の支出について
43,020
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住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成３１年４月・令和元年５月）
540

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 住之江区介護人材就労コーディネート事業業務（4～5月）委託料の支出について
302,400

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成３１年４月・令和元年５月）
420

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成３１年４月・令和元年５月）
11,988

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課市内出張等交通費の支出について（平成３１年４月・令和元年５月）
1,540

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
91,197

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
175,378

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
9,100

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護業務用後納郵便料の支出について（５月分）
424,838

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における紙おむつ代の支出について
570,874

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
48,600

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における移送費（引越）の支出について
89,344

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
32,076

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
33,436

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における住宅改修費の支出について
9,600

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
752,010

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
150,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期分）の支出について
1,425,625

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課業務用乾式電子複写機にかかる消耗品費等使用料の支出について（５月分）
28,217

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（７月払い分）
25,000,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（７月払い分）
15,000,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（７月払い分）
500,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（小学校）の支出について
1,148,123

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（中学校）の支出について
940,029

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（７月払い分）
300,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
369,727

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法による生活保護費の支出について（７月払い分）
1,000,000

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期分）の支出について
1,364,375

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
112,673

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
104,430

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
34,036

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
44,415

住之江区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における福祉用具購入費の支出について
4,100

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月03日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付の支出について（2019年５月２９日分にかかる使用取消分）
900

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 青色防犯パトロール車両リヤコンビネーションランプ　修繕にかかる経費の支出について
37,044

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 住之江区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について
19,200

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 住之江区地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険料の支出について
600

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月14日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 住之江会館使用料の還付の支出について（2019年６月２８日分にかかる使用取消分）
1,500

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度市民協働型自転車利用適正化事業「Ｄｏ！プラン」業務委託にかかる経費の支出について(5月分)
170,140

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市住之江区における新たな地域コミュニティ支援事業の業務委託にかかる費用の支出について（平成31年4月～令和元年9月分）
9,408,250

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和元年5月分）
704

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和元年5月分）
1,148

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和元年5月分）
410

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和元年5月分）
4,674

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和元年5月分）
3,198

住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 市民協働事務用　後納郵便料金の支払いについて（令和元年5月分）
82



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報
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住之江区役所 協働まちづくり課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働事務用乾式電子複写機消耗品等使用料の支出について（５月分）
12,217

住吉区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用定額電灯(太陽光パネル分)にかかる電気料金の支出について(５月分)
789

住吉区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所産業廃棄物収集運搬処分業務にかかる経費の支出について（４月分）
73,224

住吉区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館条例第１４条第１項第２号による既納使用料の還付用資金の支出について（過年度用　６月分）
50,000

住吉区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（自動車）
66,340

住吉区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（運転手）
50,000

住吉区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（５月分）
22,346

住吉区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理事務用等小口支払基金の繰入について（５月分）
14,971

住吉区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（選挙運動用ビラ作成　１回目）
236,240

住吉区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（自動車燃料代）
9,820

住吉区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所産業廃棄物収集運搬処分業務にかかる経費の支出について（５月分）
66,987

住吉区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（住吉区区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
10,865

住吉区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
409,082

住吉区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,711

住吉区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
132,120

住吉区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　点字プリンタ等一式の借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,482

住吉区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 選挙運動費用公費負担分の支出について（選挙運動用ポスター作成　１回目）
2,132,170

住吉区役所 総務課 令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区役所附設会館条例第１４条第１項第２号による既納使用料の還付用資金の支出について（過年度用　６月分）
50,000

住吉区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第19回統一地方選挙にかかる期日前投票所の立会人報酬の支出について
10,288

住吉区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかるタクシー代の支出について
610

住吉区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第19回統一地方選挙にかかる期日前投票所の立会人報酬の支出について
5,144

住吉区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかるタクシー代の支出について
305

住吉区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 第19回統一地方選挙にかかる期日前投票所の立会人報酬の支出について
5,144

住吉区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙にかかるタクシー代の支出について
305

住吉区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における投票管理者報酬の支出について（第２回）
6,300

住吉区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における投票管理者報酬の支出について（第２回）
3,150

住吉区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における投票管理者報酬の支出について（第２回）
3,150

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（５月分）
196,129

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用水道料金の支出について（５月分）
98,398

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(５月分)
7,622

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用高速プリンター保守業務にかかる経費の支出ついて（５月分）
11,250

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（４，５月分）
1,376,221

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 宿直用寝具の借入及び経費の支出について（５月分）
11,610

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用高速インクジェットプリンター長期借入契約にかかる経費の支出について（５月分）
48,492

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（住吉区役所）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
166,410

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 総務課事務用等後納郵便料金の支出について(５月分)
276

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙管理委員会事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
1,004

住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 庁舎管理事業用　大阪市住吉区役所庁舎等清掃業務にかかる経費の支出について（４，５月分）
12,659

住吉区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課業務用出張交通費の支出について（平成31年４月分）
16,180

住吉区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用コピー代金の支出について（５月分）
10,269

住吉区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎管理用電気料金の支出について（５月分）
1,627,766

住吉区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 大阪市住吉区役所一般廃棄物収集運搬業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
16,956

住吉区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙にかかる市内出張旅費の支出について
16,526

住吉区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙にかかる市内出張旅費の支出について
8,262

住吉区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙にかかる市内出張旅費の支出について
8,262

住吉区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 区長用携帯端末にかかる通信用電話料金の支出について（５月分）
4,569

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　インクタンク（純正）外３点の購入にかかる経費の支出について
370,440
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住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金の支出について（５月分）
16,202

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用電話料金(市民局証明書発行システム分)の支出について（５月分）
3,814

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における立会人報酬、民間事務従事者報償金の支出について
5,323

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における立会人報酬、民間事務従事者報償金の支出について
6,500

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における民間事務従事者報償金の支出について
6,500

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙における投票所施設使用料の支出について
8,296

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における立会人報酬、民間事務従事者報償金の支出について
2,662

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における立会人報酬、民間事務従事者報償金の支出について
3,250

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における民間事務従事者報償金の支出について
3,250

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙における投票所施設使用料の支出について
4,147

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙における立会人報酬、民間事務従事者報償金の支出について
2,662

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における民間事務従事者報償金の支出について
3,250

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙における立会人報酬、民間事務従事者報償金の支出について
3,250

住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 使用料及賃借料　使用料 統一地方選挙における投票所施設使用料の支出について
4,147

住吉区役所 地域課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域課事務用コピー代金の支出について（４月分）
6,867

住吉区役所 地域課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 花さかスミちゃん事業用　小口支払基金の繰入について（５月分）
5,786

住吉区役所 地域課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 災害に備えた自助・共助・公助の対策事業用 小口支払基金の繰入について(5月分）
1,700

住吉区役所 地域課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯対策事業用　小口支払基金繰入入金の支出について　（５月分）
12,979

住吉区役所 地域課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 地域活動協議会補助事業用　小口支払基金の繰入について（５月分）
3,420

住吉区役所 地域課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域見守り支援事業用　小口支払基金の繰入について（５月分）
82

住吉区役所 地域課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　住吉区災害時要援護者管理システム機器一式の長期借入及び同経費の支出について（令和元年５月分）
33,264

住吉区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花さかスミちゃん事業用　住吉区花づくり広場にかかる水道料金の支出について（５月分）
993

住吉区役所 地域課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 花さかスミちゃん事業用　住吉区花づくり広場にかかる水道料金の支出について（５月分）
594

住吉区役所 地域課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（５月分）
8,406

住吉区役所 地域課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（受取人払い５月分）
2,716

住吉区役所 地域課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 役務費　通信運搬費 地域課一般管理用等郵送代の支出について（５月分）
82

住吉区役所 地域課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域安全防犯対策事業にかかる通信費の支出について（５月分）
7,132

住吉区役所 地域課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 防犯カメラ設置事業　防犯カメラにかかる電気代の支出について　（５月分）
53,373

住吉区役所 地域課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度　地下鉄あびこ駅周辺地域自転車利用適正化協働パートナー事業経費の支出について　（４月・５月分）
250,400

住吉区役所 住民情報課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る経費（平成31年度）の支出について（平成31年４月分）
475,603

住吉区役所 住民情報課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る経費（平成31年度）の支出について（平成31年４月分）
4,217,495

住吉区役所 住民情報課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
2,162

住吉区役所 住民情報課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用コピー代金の支出について（5月分）
14,201

住吉区役所 住民情報課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課（住民登録・戸籍）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
121,502

住吉区役所 住民情報課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る経費（平成31年度）の支出について（令和元年５月分）
475,603

住吉区役所 住民情報課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市住吉区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）に係る経費（平成31年度）の支出について（令和元年５月分）
4,217,495

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（特別保育用）の支出について（令和元年6月分）
20,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 公立保育所用消耗品費（通常保育用）の支出について（令和元年6月分）
120,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 アルコール関連問題講座にかかる講師報償金の支出について（平成３１年４月分）
8,600

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉事業用タクシー代立替払の支出について
2,760

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
82,404

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 アルコール関連問題講座にかかる講師報償金の支出について（令和元年５月分）
8,600

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
311

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
4,917

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
8,368

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
6,750
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住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
79,962

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
3,700

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
55,439

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
761,069

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
361,894

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
42,985

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
72,300

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
19,730

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
85,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,592

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
313,560

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
193,280

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
820

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
1,640

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉事業にかかる講師報償金の支出について（令和元年５月分）
9,040

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（５月分－１）
2,243

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
78,630

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
28,296

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（５月分）小口支払基金の繰入について
367

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 保健福祉担当業務（５月分）小口支払基金の繰入について
4,885

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 保健福祉担当業務（５月分）小口支払基金の繰入について
660

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こどもの将来のライフプラン支援事業　業者選定会議における選定委員の報償金の支出について
13,500

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こどもの将来のライフプラン支援事業　業者選定会議における選定委員の報償金の支出について
13,500

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 こどもの将来のライフプラン支援事業　業者選定会議における選定委員の報償金の支出について
13,500

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
476,382

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
99,731

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
210,863

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
992,382

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
23,802

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 報酬　其他委員等報酬 住吉区認定審査会委員連絡協議会にかかる参加委員報酬の支出について
604,500

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 旅費　費用弁償 住吉区認定審査会委員連絡協議会にかかる参加委員交通費の支出について
2,820

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
3,150

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業報償金の支出について（令和元年５月分）
74,130

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査等報償金の支出について（令和元年５月分）
637,640

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 公立保育所用賄材料費の支出について（令和元年6月分）
2,187,800

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
16,648

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
73,856

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
259,380

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
161,352

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
81,962

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
33,243

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
58,897

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
57,439

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
17,981

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
408,490

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
47,212



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
26,920

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
301,200

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
61,583

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
44,530

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
94,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
167,080

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
96,174

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
17,800

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
75,839

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和元年５月分－①）
3,950

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（保健福祉）事務用コピー代金の支出について（５月分）
20,646

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和元年５月支払分）
17,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
98,975

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
158,180

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
99,443

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
166,932

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和元年５月支払分）
12,300

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成31年４月分－②）
560

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和元年５月支払分）
119,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（令和元年５月分－①）
370

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和元年５月支払分）
24,600

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和元年５月支払分）
18,002

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和元年５月支払分）
9,800

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和元年５月支払分）
2,460

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課関係後納郵便料金の支出について（令和元年５月支払分）
4,018

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（６月分－１）
16,200

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（６月分－１）
2,700

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（６月分－１）
200

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（６月分－１）
1,850

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談事業用報償金の支出について（5月実施分）
93,030

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業用小口支払基金の繰入について（６月分－１）
3,890

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見等開始の市長審判請求用鑑定費用の支出について
100,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て教室（のびのびひろば）にかかる講師報償金の支出について（令和元年５月分）
8,600

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 保健福祉課（１階）事務用コピー代金の支出について（５月分）
12,251

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
30,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金の支出について（転宅資金）
260,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費（６月請求分）の支出について
12,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度住吉区子ども・若者育成支援事業の実施及び経費の支出について（第２回中間払い）５月分
276,458

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
21,670

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
2,550

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
185,221

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
24,908

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
11,614

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 介護保険後納郵便料金の支出について(令和元年５月分)
1,476

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（平成３１年４月分－２）
29,952

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポーター派遣事業にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
999,742



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報
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住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
909

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
328

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
246

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
492

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
34,350

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
328

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
164

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,049

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
3,878

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
25,662

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保健事業費
特定健康診査等事業
費

特定健康診査等事業
費

役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
574

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 各種保健事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
82

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(４月分)
10,243

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
8,289

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
479,411

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
40,452

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
283,797

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
71,093

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
260,918

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
27,830

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
24,400

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
9,504

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
11,873

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(４月分)
1,820

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(４月分)
4,900

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 各種保健事業にかかる市内出張旅費の支出について(４月分)
1,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成31年４月分－③）
810

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 高齢者支援・介護保険事務用コピー代金の支出について（５月分）
20,540

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用補装具費の支出について
163,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい児施設給付費の支出について
506

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
13,400

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市重度障がい者日常生活用具給付事業公費負担分の支出について
191,644

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 保健福祉課（保健福祉）出張交通費の支出について（平成31年４月分－③）
460

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子福祉貸付金 貸付金　貸付金 母子福祉資金貸付金の支出について（生活資金、6月分）
103,000

住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求用診断書作成費の支出について
5,400

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策推進課出張交通費の支出について（平成31年4月分）
3,096

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度住吉区役所点字版「広報すみよし」製作業務委託（平成３１年４月～平成３２年３月）（概算契約）経費の支出について（５月号）
104,220

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（平成３１年４月号から平成３２年３月号）（概算契約）経費の支出について（４月号）
457,310

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度安心して暮らせる地域づくりに貢献する「広報すみよし」配布業務委託の実施及び同経費の支出について（山之内地域）（5月号）
69,768

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年度広報板設置にかかる用地（住吉車庫）の使用料の支出について
300

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度住吉区役所広報紙「広報すみよし」配布業務委託（平成３１年４月号から平成３２年３月号）（概算契約）経費の支出について（５月号）
456,530

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成３１年度住吉区役所点字版「広報すみよし」製作業務委託（平成３１年４月～平成３２年３月）（概算契約）経費の支出について（６月号）
177,660

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 政策推進課出張交通費の支出について（令和元年5月分）
4,815

住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度住吉区広報紙「広報すみよし」企画・編集及び印刷業務委託（平成31年5月号～平成31年7月号）における同経費の支出について（6月号）（概算契約）
1,035,838
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住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 住吉区役所子育て世代向けLINE＠アカウントの月額使用料の支出について（５月分）
5,400

住吉区役所 教育文化課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 学校選択制事業用小口支払基金の繰入について（５月分）
648

住吉区役所 教育文化課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住吉区内市立中学校吹奏楽部に対する技術指導等業務用（一般管理用）小口支払基金の繰入について（５月分）
246

住吉区役所 教育文化課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 令和元年度 住吉区校庭等の芝生維持管理の自立化支援補助金の支出について
152,000

住吉区役所 教育文化課 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 住吉区役所スクールソーシャルワーカー派遣事業　小口支払基金の繰入について（５月分）
1,650

住吉区役所 教育文化課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和元年５月分）
20,605

住吉区役所 教育文化課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 教育文化課事務用郵送代の支出について（令和元年５月分）
57,698

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（６月分・一般及びマル退分）
70,000

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業収納事務用歳出還付金支払資金の支出について（６月分・一般及びマル退分）
10,000

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険事業用保険料還付加算金の支出について
11,600

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（５月支給決定分　２回目）
25,864

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
2,692,267

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 保険年金課事務用据置金庫　ＵＣＨＩＤＡ製（ＳＥ－１７０Ｔ　０５－００００６９）　修繕業務の実施及び同経費の支出について
21,600

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 国民健康保険用高額療養費の支出について（５月分）
5,002

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険用療養費の支出について（６月支給決定分）
667,543

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険用葬祭費の支出について（６月支給決定分）
750,000

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月26日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険用出産育児一時金の支出について（６月支給決定分）
824,000

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(５月分)の支出について
2,932

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用（事務室用）コピー代金の支出について（５月分）
7,726

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金課一般事務用（窓口用）コピー代金の支出について（５月分）
5,708

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(５月分)の支出について
20,217

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（５月分・後納）
82,789

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険料収納事務用後納郵便料金の支出について（５月分・後納）
345,203

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当(国保)事務用後納郵便料金(５月分)の支出について
152,674

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事業収納事務用後納郵便料金の支出について（５月分・受払）
61,995

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険事業用保険料還付加算金の支出について
18,400

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険事業用保険料還付金の支出について（歳出・一般）
2,657,871

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
41,083

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
48,580

住吉区役所 保険年金課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金担当（後期）事務用後納郵便料金（５月分）の支出について
46,181

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（トナーカートリッジ）の購入及び同所要経費の支出について
264,600

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
120,150

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
420,947

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
488,544

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（医療扶助対象外の妊娠検査料）
25,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
2,166,196

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
68,450

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
678,830

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
32,660

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
173,252

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
72,280

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
122,686

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（特定入所者介護サービス費）の支出について
1,280

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
46,740

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
168,600

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
391,733

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
1,215,828
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住吉区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
50,230

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和元年６月分生活保護費の支出について（２回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 委託料　委託料 平成31年４月分行旅死亡人葬祭委託料の支出について
198,809

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料の支出について
413,025

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用医療扶助移送費の支出について
190,510

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
373,731

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
914,848

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
29,559

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
85,410

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
723,450

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について（文書）
5,400

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用進学準備給付金の支出について
100,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
139,130

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
54,740

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和元年7月分生活保護費の支出について（１回目）
30,000,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和元年7月分生活保護費の支出について（１回目）
18,000,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和元年7月分生活保護費の支出について（１回目）
450,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 令和元年7月分生活保護費の支出について（１回目）
50,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和元年7月分生活保護費の支出について（１回目）
450,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 令和元年7月分生活保護費の支出について（１回目）
50,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和元年7月分生活保護費の支出について（１回目）
5,000,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 令和元年7月分生活保護費の支出について（１回目）
100,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,691,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
1,539,353

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員費用弁償の支出について（第１四半期分）
1,637,250

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用コピー代金の支出について（５月分）
36,268

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
28,500

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 生活支援課用消耗品（デジタル印刷機用インク外１点）の購入及び同所要経費の支出について
106,704

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活支援課出張旅費の支出について（５月分）
3,610

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（引越）
541,436

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護事業用生活扶助の支出について（おむつ）
507,571

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成３１年４月分　～　令和元年５月分)
1,944,624

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護事業用教育扶助の支出について(平成３１年４月分　～　令和元年５月分)
1,896,894

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護事業用介護扶助（福祉用具販売・住宅改修）の支出について
176,956

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護事業用出産扶助費の支出について
3,240

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護事業用葬祭扶助の支出について
928,206

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用就労自立給付金の支出について
30,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護事業用進学準備給付金の支出について
300,000

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用治療材料費の支出について
304,924

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
93,200

住吉区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護事業用文書料・診察料の支出について
17,290

東住吉区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・後期）
19,980

東住吉区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・後期）
336

東住吉区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・1回目）
8,200

東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所庁舎警備（人的警備）業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（4月分）
299,970

東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所庁舎警備（人的警備）業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
299,970

東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和元年5月分）
174,375
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東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（2019年3月借入開始分）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
54,899

東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁舎維持管理用　東住吉区役所AED（自動体外式除細動器）セット一式長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
11,116

東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　LGWAN接続系利用パソコン等機器（平成29年7月1日借入開始分）一式長期借入に係る経費の支出について（令和元年5月分）
13,495

東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成29年3月1日借入開始分）一式長期借入に係る経費の支出について（令和元年5月分）
53,878

東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成28年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和元年5月分）
397,526

東住吉区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入（平成30年3月借入開始分）に係る経費の支出について（令和元年5月分）
2,241

東住吉区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・2回目）
18,684

東住吉区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 総務課出張旅費の支出について（平成31年4月分）（総務課事務費）
60,180

東住吉区役所 総務課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス通信料金の支出について　令和元年5月分（矢田出張所）
5,130

東住吉区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅に係る不動産賃借料の支出について（令和元年7月分）
105,000

東住吉区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（携帯電話）の支出について（令和元年5月分）
1,608

東住吉区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　東住吉区役所外１箇所日常清掃及び定期清掃業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
636,120

東住吉区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 令和元年7月21日執行予定　第25回参議院議員通常選挙の不在者投票及び投票事務にかかる郵便料の支出について
197,200

東住吉区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
212

東住吉区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
929

東住吉区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用　令和元年５月分通信料金の支出について（遠隔手話用タブレット）
2,160

東住吉区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
328

東住吉区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
6,346

東住吉区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（総務課）5月分
15,774

東住吉区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　令和元年5月分電話料金の支出について（光回線）
308,740

東住吉区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理費　電話料金（固定電話）の支出について（6月請求分）
367

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・3回目）
16,524

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・3回目）
3,844

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般管理用　コピー料金の支出について(5月分)
95,799

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（証明書発行システム）の支出について（令和元年5月分）
7,628

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 一般管理用　電話料金（市内通話料）の支出について（令和元年5月分）
25,384

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 一般管理用大阪市東住吉区役所における窓口案内員業務従事者派遣業務にかかる経費の支出について（5月分）
195,750

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者等報酬及び民間事務従事者等報償金の支出について（口座不能再支出分）
5,323

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者等報酬及び民間事務従事者等報償金の支出について（口座不能再支出分）
12,960

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者等報酬及び民間事務従事者等報償金の支出について（口座不能再支出分）
2,662

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者等報酬及び民間事務従事者等報償金の支出について（口座不能再支出分）
6,480

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者等報酬及び民間事務従事者等報償金の支出について（口座不能再支出分）
2,662

東住吉区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 平成31年4月7日執行　統一地方選挙における投票管理者等報酬及び民間事務従事者等報償金の支出について（口座不能再支出分）
6,480

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　６月分支払資金（歳出一般）
100,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等の還付金　６月分支払資金（歳出一マル退）
2,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施経費の支出について（平成３１年４月分）
412,399

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施経費の支出について（平成３１年４月分）
3,856,755

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・１回目）
5,300

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月12日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・１回目）
540

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月13日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 平成31年4月分　窓口サービス課（保険年金）旅費の支給について
504

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等にかかる還付金の支出について（令和元年６月支払分）
1,205

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料等にかかる還付金の支出について（令和元年６月支払分）
4,600

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の支出について（令和元年６月支払分）
7,178,876

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 高額療養費の支給について
7,380

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 高額療養費の支給について
4,071

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　高額療養費負担金 高額療養費の支給について
4,318

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（令和元年６月支払分）
204,540
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東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険葬祭費の支出について
750,000

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険出産育児一時金の支出について
304,530

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
4,764

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分料金後納郵便料の支出について（住民情報担当事務費）
87,280

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険一般療養費の支出について
921,030

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の口座振込の支出について（令和元年６月支払分）
341,958

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施経費の支出について（令和元年５月分）
412,399

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・３回目）
12,960

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市東住吉区役所住民情報業務等委託の実施経費の支出について（令和元年５月分）
3,856,755

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（５月分）
3,798

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
97

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
812

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（５月分）
2,203

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（５月分）
146

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
34,082

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
9,603

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
66,146

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
107,694

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
4,444

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（５月分）
4,929

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
22,003

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
12,911

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
199,669

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
41,796

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,164

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料等にかかる還付金の支出について（令和元年６月支払分）
636,238

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 コピー料金の支払について（５月分）
1,493

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
1,905

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
51,153

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
23,659

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険・管理）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
44,243

東住吉区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 窓口サービス課（保険）令和元年５月分　後納郵便料（料金受取人払）の支出について
27,419

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 平成３１年４月分　出張旅費の支出について　（政策推進課）
1,120

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」企画編集等業務委託にかかる経費の支出について（5月分6月号)
330,030

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉区中学生海外派遣事業にかかる面接審査委員報償金の支払いについて
28,000

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 東住吉区の広報紙（平成３１年５月号～平成３２年４月号）概算印刷にかかる経費の支出について（5月分6月号）
450,964

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版「広報東住吉なでしこ（区政情報）」製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（5月分6月号）
62,236

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・２回目）
1,535

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（6月分）
375,070

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度5月分後納郵便料の支出について
900

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度5月分後納郵便料の支出について
82

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・３回目）
120

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度5月分後納郵便料の支出について
5,832

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広聴広報事業におけるWifi使用料の支払いについて（令和元年５月分）
4,101

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度5月分後納郵便料の支出について
2,381

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度5月分後納郵便料の支出について
92

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・３回目）
186
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東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 新聞未購読世帯への東住吉区広報紙「広報東住吉なでしこ」の配付業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（平成31年4月～平成32年3月）6月分
133,185

東住吉区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広報事業用LINE＠サービス利用料にかかる経費の支出について（５月分）
5,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
334,660

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉健康づくり事業（はつらつ脳活性化元気アップ事業）にかかる講師謝礼の支出について（２０１９年５月分）
9,480

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て力アップ　キャッチ＆フォロー事業にかかる講師謝礼の支出について（２０１９年５月分）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健担当市内出張交通費の支払いについて（平成３１年４月分）
2,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区子育て力アップキャッチ＆フォロー事業委託料の支払いについて（1回目）
132,560

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（令和１年６月期窓口支払分）の支出について
280,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
17,700

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
42,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
82,840

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 東住吉健康づくり事業（はつらつ脳活性化元気アップ事業）にかかる講師謝礼の支出について（令和元年５月　追加分）
9,420

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
48,007

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
3,600

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
51,498

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
691,187

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
29,029

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
35,296

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
229,354

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
18,140

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
81,962

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
56,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
58,832

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 後見等開始の審判請求にかかる診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
62,020

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健診等にかかる報償金の支出について（令和元年５月分）
433,660

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 居宅介護支援事業者等支援費（住宅改修）の支出について
2,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
19,980

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
4,875

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　食糧費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
2,488

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
1,244

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
1,070

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
6,134

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童手当支払給付費（令和１年６月期）の支出について
40,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
13,685

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）小口支払基金繰入の支出について（２回目）
2,488

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
147,944

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
127,130

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
189,920

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
24,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 令和元年５月分　小口支払基金の繰入れについて
714

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 令和元年５月分　小口支払基金の繰入れについて
7,385

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
10,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
23,370

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
152,987

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
161,601
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東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
184,028

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
127,060

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 令和元年５月分　小口支払基金の繰入れについて
635

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
22,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会議報償金の支出について（令和元年６月４日分）
14,160

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 精神保健福祉講師料令和元年5月分の支出について
20,640

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,639

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,050

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,892

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
114,316

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,552

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
20,656

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
180,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
9,327

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
6,497

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
33,106

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
4,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
228,841

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,476

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
410

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
3,624

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
13,184

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
2,554

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
8,680

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
424,311

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
4,284

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分（1/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
2,241

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
8,220

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
1,404

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
121,206

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
15,938

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（介護保険）後納郵便料の支出について
123,439

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分（2/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
25,621

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 令和元年５月分（3/3件目）保健福祉課（福祉・介護保険）後納郵便料（料金受取人）の支出について
2,425

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
680

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 令和元年５月分保健福祉課（福祉）後納郵便料の支出について
13,120

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 東住吉区子育て力アップキャッチ＆フォロー事業委託料の支払いについて（2回目）
216,827

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 ＢＣＧ予防接種事業にかかる報償金の支出について（令和元年６月分）
49,420

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 市立保育所運営費用賄材料費の支出について（令和元年６月分）
1,524,750

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
902

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
708

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
28,296

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障害者総合支援法における障がい者施策用補装具費の支給決定及び同経費の支出について（費用支給）
45,797

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
267,427

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
16,680

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
82



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
328

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
20,658

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
3,530

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
21,312

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
242

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健担当後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
3,096

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
162,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
216,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て支援事業にかかる講師謝礼の支払いについて
17,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成31年度5月分　ソーシャルワーカー用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（平成31年度　住居環境健全化支援事業）
1,010

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 子育て力アップ　キャッチ＆フォロー事業にかかる講師謝礼の支出について（令和元年６月分）
9,040

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 平成３１年度　東住吉区保健福祉センター診察衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（令和元年５月分）
1,512

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　消耗品費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
19,522

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所・入所）給付費にかかる扶助費の支給決定及び同所要経費の支出について
50,625

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 高額障がい福祉サービス費・高額障がい児（通所・入所）給付費にかかる扶助費の支給決定及び同所要経費の支出について
48,200

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
74,750

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
5,940

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
22,880

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
223,708

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
17,800

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
46,022

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
156,748

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
192,500

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
85,000

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
24,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
31,855

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 地域生活支援事業における重度障がい者日常生活用具の給付決定及び同経費の支出について
15,400

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報償費　報償金 歯科健康相談にかかる報償金の支出について（令和元年６月分）
31,010

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 令和元年５月分保健福祉課（福祉・介護保険）コピー料金の支出について
16,560

東住吉区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費 一般介護予防事業費 報償費　報償金 介護予防地域健康講座にかかる講師謝礼の支出について（令和元年６月分）
4,660

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（育和小学校第１回）の実施に係る講師謝礼の支出について
9,960

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業の消耗品購入にかかる経費の支出について
24,138

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月06日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,000

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課4月）
4,444

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 クラインガルテン広場事業にかかる農耕品（第１四半期）の購入経費の支出について
214,920

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・後期）
5,767

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分・後期）
1,451

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・後期）
2,784

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・後期）
855

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・後期）
4,895

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分・後期）
1,928

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
2,700

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「民間講師を活用した企画事業」（矢田南中学校第１回）の実施に係る講師謝礼の支出について
11,480

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・2回目）
2,950

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・2回目）
3,950

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業「1年生じゅんびセミナー」開催に係る講師謝礼の支出について
24,800
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東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支払いについて（区民企画課５月）
5,502

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
39,610

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
7,274

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
515

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
10,845

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
222

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
5,484

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平成３１年５月分後納郵便料の支出について（区民企画課）
240

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（6月申請分）
108

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（6月申請分）
18,500

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（6月申請分）
108

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 東住吉区教育活動サポート事業におけるサポーターの保険加入にかかる経費の支出について（6月申請分）
9,250

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度5月分　地域安全対策用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（防犯・交通安全対策事業）
7,657

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 生涯学習ルーム事業にかかる講師謝礼の支出について（5月分）
17,222

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・3回目）
17,064

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 区民企画課事務用　トナーカートリッジほか４点購入にかかる経費の支出について
105,062

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・3回目）
3,599

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（6月分・3回目）
2,700

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（5月分）
250,320

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 東住吉区教育活動サポート事業「教育活動サポーター」の活動に係る報償金の支出について（5月分）
93,000

東住吉区役所 区民企画課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 市立東住吉会館使用料の過年度還付の支出について
1,300

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
375,479

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
7,884

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における特養等個室利用料の支出について（平成３１年４月分）
49,200

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
28,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
10,420

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
36,600

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
15,200

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保護課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
12,960

東住吉区役所 保護課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
5,800

東住吉区役所 保護課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
11,160

東住吉区役所 保護課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
37,144

東住吉区役所 保護課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
80,200

東住吉区役所 保護課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
1,416,693

東住吉区役所 保護課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
112,280

東住吉区役所 保護課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
17,340

東住吉区役所 保護課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における児童扶養手当の申請に要する診断書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保護課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
221,185

東住吉区役所 保護課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における進学準備給付金の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
27,600

東住吉区役所 保護課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
2,160

東住吉区役所 保護課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
22,846

東住吉区役所 保護課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における妊婦健診料の支出について
2,680

東住吉区役所 保護課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成31年４月分）の支出について（その２）
199,389
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東住吉区役所 保護課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
9,840

東住吉区役所 保護課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
931,796

東住吉区役所 保護課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
120,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,970

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
476,688

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
8,420

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
11,390

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
8,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
48,070

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
21,160

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
9,800

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
2,440

東住吉区役所 保護課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,970

東住吉区役所 保護課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
4,660

東住吉区役所 保護課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
15,860

東住吉区役所 保護課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
55,491

東住吉区役所 保護課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
11,360

東住吉区役所 保護課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
10,970

東住吉区役所 保護課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
382,728

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
12,862

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
16,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
18,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
12,070

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
29,440

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
5,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
2,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における人工妊娠中絶費用の支出について
75,070

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における難病申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
19,720

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
12,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
25,571

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
38,050

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
29,968

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
6,160

東住吉区役所 保護課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
3,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
1,036,530

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
4,320

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
8,200

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
14,660

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
113,360

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
89,262

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
18,900

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
10,400



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

東住吉区役所 保護課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法における葬祭費の支出について
2,056,064

東住吉区役所 保護課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における文書料の支出について
4,630

東住吉区役所 保護課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
24,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
7,552

東住吉区役所 保護課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
7,970

東住吉区役所 保護課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
8,640

東住吉区役所 保護課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
49,440

東住吉区役所 保護課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
145,029

東住吉区役所 保護課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・２回目）
2,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
113,624

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
520,041

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費（平成31年４月分）の支出について（その３）
93,762

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
1,890

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における要介護認定主治医意見書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害年金申請に要する診断書料の支出について
5,970

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
23,500

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
25,830

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
1,200

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
45,614

東住吉区役所 保護課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
105,165

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 令和元年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
43,000,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 令和元年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
23,000,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 令和元年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
600,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 令和元年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
7,500

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
16,400

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
6,856

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における検診料の支出について
13,530

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 令和元年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
850,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 令和元年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 令和元年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
2,500,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 令和元年７月分　生活保護費（定例・随時払）の支出について
50,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法における就労自立給付金の支出について
184,958

東住吉区役所 保護課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成３１年度東住吉区民生委員児童委員費用弁償費（第１四半期）の支出について
1,678,833

東住吉区役所 保護課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法におけるおむつ代の支出について
758,164

東住吉区役所 保護課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法における住宅維持費の支出について
21,600

東住吉区役所 保護課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における介護扶助費の支出について
12,140

東住吉区役所 保護課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
89,904

東住吉区役所 保護課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成３１年度東住吉区民生委員児童委員費用弁償費（第１四半期）の支出について
1,617,583

東住吉区役所 保護課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法における老健施設個室利用料の支出について（令和元年５月分）
19,250

東住吉区役所 保護課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における通院移送費の支出について
11,140

東住吉区役所 保護課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における特別児童扶養手当の申請に要する診断書料の支出について
3,240

東住吉区役所 保護課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における治療材料費の支出について
53,913

東住吉区役所 保護課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
5,400

東住吉区役所 保護課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における障害者手帳申請に要する診断書料の支出について
19,010

東住吉区役所 保護課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法における自立支援医療費の申請に要する診断書料の支出について
8,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・３回目）
3,000
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東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支払について（５月分）
10,135

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支払について（５月分）
5,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支払について（５月分）
10,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 保護課　コピー料金の支払について（５月分）
5,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分・３回目）
500

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　令和元年５月分料金受取人払郵便料の支出について
109,001

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　令和元年５月分後納郵便料の支出について
100,000

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 保護課　令和元年５月分後納郵便料の支出について
697,974

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における引越移送費の支出について
785,160

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法における家財処分料の支出について
637,560

東住吉区役所 保護課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法における教育扶助費の支出について（令和元年５月分）
1,405,739

平野区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎外１箇所清掃業務委託（長期継続）実施及び同経費の支出について（４月分）
716,796

平野区役所 総務課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所宿日直用寝具賃貸借業務にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
12,420

平野区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区事務用高速インクジェットプリンター長期借入及び同経費の支出について
111,870

平野区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙運動費用公費負担の支出について
71,280

平野区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙運動費用公費負担の支出について
554,309

平野区役所 総務課 令和元年06月06日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙運動費用公費負担の支出について
71,280

平野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる期日前投票の管理者・立会人報酬の支出について
286,602

平野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる投票当日の管理者・立会人報酬の支出について
354,850

平野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる投票当日の管理者・立会人報酬の支出について
177,425

平野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる期日前投票の管理者・立会人報酬の支出について
143,301

平野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる期日前投票の管理者・立会人報酬の支出について
143,301

平野区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる投票当日の管理者・立会人報酬の支出について
177,425

平野区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区北部サービスセンター機械警備業務にかかる所要経費の支出について
7,560

平野区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと平野区役所瓜破出張所機械警備業務の実施及び同経費の支出について（４月分）
20,174

平野区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと平野青少年会館機械警備業務の実施及び同経費の支出について（４月分）
20,520

平野区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
198,273

平野区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 北部サービスセンターおよび南部サービスセンターのインターネット使用にかかる経費の支出について（平成31年4月分）
10,260

平野区役所 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 需用費　消耗品費 平野区役所乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
19,114

平野区役所 総務課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 タクシー代立替費用の支出について（高齢者虐待防止事業予算）
5,740

平野区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる開票の立会人報酬の支出について
61,600

平野区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる点字解読者及び手話通訳者の報酬の支出について
17,538

平野区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる開票の立会人報酬の支出について
17,600

平野区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる点字解読者及び手話通訳者の報酬の支出について
8,769

平野区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報酬　選挙従事者報酬 統一地方選挙にかかる開票の立会人報酬の支出について
17,600

平野区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる点字解読者及び手話通訳者の報酬の支出について
8,769

平野区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平野区役所事務用樹脂製フラットファイル他４点の購入及び同経費の支出について
16,756

平野区役所 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと瓜破出張所仕上げ塗材等石綿含有調査業務委託にかかる経費の支出について
428,760

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 平野区役所タブレット使用にかかる回線使用料の支出について（令和元年5月分）
4,058

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　平野区役所（平野区北部サービスセンター含む）から排出する一般廃棄物収集運搬（概算契約）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
14,381

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料
平成31年度　平野区役所（平野区北部サービスセンター含む）産業廃棄物収集運搬・処理業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（令和元年5月
分） 26,995

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平野区役所事務用庁内情報利用パソコン等機器一式の賃貸借（長期継続契約）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
542,554

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用パソコン等機器（平野区役所）長期借入契約の実施および同経費の支出について（令和元年5月分）
33,156

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
313,295

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（平野区役所）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
10,865

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる民間従事者の報償金の支出について
675,408

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる民間従事者の報償金の支出について
337,704
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平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる民間従事者の報償金の支出について
337,704

平野区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（平野区役所）一式長期借入契約の実施及び同経費の支出について（令和元年5月分）
3,016

平野区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所下水道使用料（令和元年5月分）の支出について
72,195

平野区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所庁舎外１箇所清掃業務委託（長期継続）実施及び同経費の支出について（５月分）
716,796

平野区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区北部サービスセンターにかかる電気料金（令和元年5月分）の支出について
72,588

平野区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 平野区役所にかかる電気料金（令和元年5月分）の支出について
1,487,122

平野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 総務課事務用後納郵便にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,600

平野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと平野区役所瓜破出張所機械警備業務の実施及び同経費の支出について（5月分）
20,174

平野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと平野青少年会館機械警備業務の実施及び同経費の支出について（5月分）
20,520

平野区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区北部サービスセンター機械警備業務にかかる所要経費の支出について（5月分）
7,560

平野区役所 住民情報課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 住民情報課事務用ＰＰＣ用紙の購入及び同経費の支出について
64,800

平野区役所 住民情報課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課送付事務用切手の購入にかかる経費の支出について
31,000

平野区役所 住民情報課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 住民情報課事務用後納郵便の支出について（５月分）
9,042

平野区役所 住民情報課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 住民情報課事務用後納郵便の支出について（５月分）
167,469

平野区役所 住民情報課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 住民情報課就学事務用通信運搬費（後納料金）の支出について（令和元年5月分）
45,590

平野区役所 住民情報課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和元年５月分）
492,366

平野区役所 住民情報課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所窓口サービス課住民情報等委託（長期継続契約）の経費の支出について（令和元年５月分）
4,866,104

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（喜連東地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（喜連北地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（長吉東部地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（喜連西地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（長吉出戸・長吉西部地区青少年指導員会）
272,400

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（瓜破西・瓜破北地区青少年指導員会）
272,400

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野南地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野西地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（平野地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（加美地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（瓜破地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（加美南部地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（新平野西地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（喜連地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（瓜破東地区青少年指導員会）
136,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　交付金 平成31年度大阪市青少年指導員活動交付金の支出について（長原東・長吉六反東地区青少年指導員会）
272,400

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域安全防犯プロジェクト事業用　養生テープ　外３点　にかかる購入経費の支出について
32,940

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成31年2月17日領収分）
26,160

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民ホール使用料の還付における過年度支出について（平成31年1月6日領収分）
1,200

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月10日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成31年2月18日領収分）
26,160

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平成３１年度 歴史ウォーク　ひらちゃん講座「平野の古文書を読んでみよう！第３弾」にかかる講師謝礼の支出について
5,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり課一般事務用朱肉外２０点の購入経費の支出について
32,673

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平成３１年度平野を知ろう！ひらちゃん講座 『河内音頭を楽しく踊りましょう』にかかる市民活動行事保険加入経費の支出について
3,150

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成31年1月29日領収分）
1,300

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
1,080

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
1,800

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
184

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
19,075

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
860

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 安全安心まちづくり課業務用後納郵便料金の支払いについて（５月分）
2,456
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平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 災害に強いまちづくり推進事業用トランシーバー電波利用料の支出について（福祉避難所配備１０台分）
6,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成31年1月22日領収分）
2,400

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月24日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 平野区民センター使用料の還付における過年度支出について（平成31年3月17日領収分）
2,800

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
10,814

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
9,313

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
16,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　船車修繕料 安全安心まちづくり課小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
410

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（加美地域活動協議会）
211,208

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（長吉出戸地域活動協議会）
251,208

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（平野南地域活動協議会）
250,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（長吉西部地域活動協議会）
280,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（加美南部地域活動協議会）
221,208

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（平野西地域活動協議会）
251,208

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（長吉東部地域活動協議会）
200,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（喜連北地域活動協議会）
320,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（加美北地域活動協議会）
300,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（瓜破西地域活動協議会）
280,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（喜連西地域活動協議会）
251,208

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（新平野西地域活動協議会）
251,208

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（喜連東地域活動協議会）
231,208

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託にかかる支出について（長原東地域活動協議会）
379,008

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（瓜破地域活動協議会）
190,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区青色防犯パトロール車運行業務委託の支出について（瓜破北地域活動協議会）
200,000

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 生涯学習推進事業　第20回平野区生涯学習ルーム活動発表会にかかる保険の加入について
9,790

平野区役所 安全安心まちづくり課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 地域防災リーダーにかかるボランティア活動保険への加入及び同経費の支出について（１回目）
5,400

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 令和元年６月分市立保育所消耗品費（特別保育分）の支出について
30,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 令和元年６月分市立保育所消耗品費の支出について
150,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 保健福祉課地域福祉担当用ＰＰＣ用紙の購入について（４月分）
65,707

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,980

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
150,952

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 令和元年5月分　ＢＣＧ予防接種医師報償金の支出について
148,260

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
79,962

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
154,214

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
2,075

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
32,008

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
54,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
23,840

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
180,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
164,630

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,580

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
154,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
19,950

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 平成31年4月分乳幼児健康診査等報償金の支出について
810,610

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
679,509

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
54,450

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
9,662

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
7,546
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平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
26,241

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
99,088

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
248,472

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
12,812

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
16,924

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 令和元年５月１２日実施がん検診事業用瓜破会館会場使用料等の支出について
24,800

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　分担金 もと平野青少年会館の光熱水費にかかる平野区役所負担分の支出について（平成31年4月分）
16,259

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（４月分）
25,600

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（介護保険）乾式複写機使用にかかる経費の支出について（４月分）
3,238

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会事務用飲料購入にかかる所要経費の支出について
16,536

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
287,870

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
69,760

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
196,592

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市平野区役所保健福祉課総合福祉システム端末等の移設作業について
259,200

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
370,299

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
24,771

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
71,966

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
99,791

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,931

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,010

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
11,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,006

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
5,880

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 音声付順番案内システム機器一式（平野区役所）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
170,100

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
2,460

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
820

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,800

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
16,400

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
274

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,230

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　食糧費 地域福祉業務小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
829

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉法による高額障がい児（通所・入所）給付費の支出について
20,700

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による高額障がい福祉サービス等給付費の支出について
20,700

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
2,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 介護保険住宅改修理由書作成費の支出について
6,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
145,567

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
225,927

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
174,177

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
319,303

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
46,007

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
42,491

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
284,958

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
28,154

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
18,864

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
22,950

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
429,434

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
194,400
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平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
24,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
65,130

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,160

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 精神保健事業にかかる市内等出張交通費の支出について（4月分）
1,234

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険担当事務にかかる市内出張交通費の支出について（５月分）
1,720

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度ひらの青春生活応援事業業務委託にかかる経費の支出について（第２回中間）
606,157

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
198,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
87,400

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
10,500

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,160

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
84,240

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
60,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
211,530

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
12,600

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
310,328

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
33,866

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
25,200

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
32,444

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
32,400

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
12,642

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
41,919

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
6,760

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
7,524

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
5,600

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
106,449

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
19,073

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
59,677

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
25,535

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　普通旅費 母子生活支援施設入所にかかる管外出張について（５月24日）
30,820

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
21,080

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
886,042

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
97,904

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
18,400

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用５月分後納郵便料（料金受取人払い）の支出について
68,324

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
191,987

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
19,514

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（福祉業務）事務用５月分後納郵便料の支出について
19,228

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平野区子育て情報冊子「ひらの子育てのＷＡ！情報」（平成31年度版）作成にかかる印刷製本及び同経費の支出について
285,768

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市成年後見制度後見人等報酬助成の支出について
240,000

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 令和元年６月分市立保育所給食賄材料費の支出について
3,263,050

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
164

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
13,032

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
149,950

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者総合支援法による重度障がい者日常生活用具給付費の支出について
17,800
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平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
82

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
625

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
584

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
82

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
410

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
38,644

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
4,446

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
1,066

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 各種保健事業にかかる後納郵便料の支出について（5月分）
34,268

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 平成31・令和元年度　民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
2,041,666

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
73,766

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
159,767

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
59,157

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
3,800

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
21,840

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
112,878

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
23,328

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
427,844

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
121,148

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者総合支援法による補装具費の支出について
67,200

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成31・令和元年度　民生委員・児童委員費用弁償（第１四半期）の支出について
1,966,666

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保健福祉課地域福祉担当用ＰＰＣ用紙の購入について（５月分）
80,136

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 高齢者における後見等開始の審判請求に係る費用の支出について（NO.30－12）
5,400

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子ひろばパート2にかかる講師謝礼金の支出について（５月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 親子ひろばパート2にかかる講師謝礼金の支出について（４月分）
8,600

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業にかかる報償金の支出について（５月分）
593,020

平野区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 使用料及賃借料　使用料 民生委員一斉改選にかかる地区準備会会場使用料の支出について（喜連地区）
1,500

平野区役所 政策推進課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員等保険料および加入手数料の支出について
4,000

平野区役所 政策推進課 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 平野区こども学力サポート事業指導員等保険料および加入手数料の支出について
138

平野区役所 政策推進課 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 平野区こども学力サポート事業指導員等保険料および加入手数料の支出について
800

平野区役所 政策推進課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 平成31年度一般事務費（政策推進課）にかかる事務用物品（ＰＰＣ用紙）の購入及び同経費の支出について
55,080

平野区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　印刷製本費 平成31年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（６月号）
427,096

平野区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（５月分）
1,410

平野区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（５月分）
2,788

平野区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（５月分）
1,886

平野区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（５月分）
82

平野区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 政策推進課用後納郵便料等の支出について（５月分）
489

平野区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成31年度平野区広報紙「広報ひらの」新聞折込広告業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（６月号）
340,804

平野区役所 政策推進課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度平野区広報紙「広報ひらの」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（６月号）
108,000

平野区役所 政策推進課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度新聞未購読世帯への平野区広報紙「広報ひらの」配付業務委託(概算契約)にかかる経費の支出について（６月号）
189,810

平野区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 平野区こども学力サポート事業指導員報償金の支出について（令和元年５月分）
317,900

平野区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 広聴・広報事業用点字プリンター等一式の借入について（令和元年５月分）
4,482

平野区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（５月分）
216,800

平野区役所 政策推進課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平野区戦略支援予算（区次長枠）こどもの「生きる力」育成支援事業に係る報償金の支出について（５月分）
437,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
4,350

平野区役所 生活支援課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
48,350

平野区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
271,080
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平野区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
194,400

平野区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（４－５月分）
157,259

平野区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（４月分）の支払いについて
648,752

平野区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（４月分）の支払いについて
198,114

平野区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
193,229

平野区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
68,190

平野区役所 生活支援課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,378,394

平野区役所 生活支援課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
117,436

平野区役所 生活支援課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
23,800

平野区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（３～５月分）
255,542

平野区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（４月分）の支払いについて
443,388

平野区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
5,760

平野区役所 生活支援課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
71,120

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（３－４月分）
111,041

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（４月分）
23,970

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（４月分）
1,950

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
35,856

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,376

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
3,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
9,180

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
11,016

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
45,530

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
15,860

平野区役所 生活支援課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,066,806

平野区役所 生活支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（４月分）の支払いについて
608,728

平野区役所 生活支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,800

平野区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
176,580

平野区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
155,568

平野区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（４－５月分）
55,619

平野区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における家財処分料の支払について
207,360

平野区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
18,450

平野区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
80,010

平野区役所 生活支援課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用進学準備給付金の支出について（３１年４月進学分）
100,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
95,167

平野区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（４～５月分）
76,255

平野区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（３～５月分）
211,367

平野区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（３～５月分）
376,177

平野区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
743,355

平野区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
23,690

平野区役所 生活支援課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について（４月分）
5,508

平野区役所 生活支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（４、５月分）
60,380

平野区役所 生活支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
140,490

平野区役所 生活支援課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
23,930

平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
286,340

平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,330
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平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
1,640

平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,006

平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
3,705

平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
3,500

平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,268

平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,375,376

平野区役所 生活支援課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
164,860

平野区役所 生活支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護事務にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,240

平野区役所 生活支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（４－５月分）
341,524

平野区役所 生活支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
5,800

平野区役所 生活支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,333

平野区役所 生活支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,642

平野区役所 生活支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
68,260

平野区役所 生活支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
228,530

平野区役所 生活支援課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　診察料・検査料の支出について
34,540

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（４～５月分）
111,805

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（１～５月分）
276,842

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（３～４月分）
55,760

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務における住宅維持費の支払について
62,300

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費の支出について
9,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
259,174

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
208,770

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
361,420

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
23,040

平野区役所 生活支援課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
1,082,384

平野区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費の支出について
46,935

平野区役所 生活支援課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,619

平野区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
1,340

平野区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
3,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
64,550

平野区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
220,813

平野区役所 生活支援課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護業務用就労自立給付金の支出について
106,027

平野区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護事務にかかる市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
9,524

平野区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
91,800

平野区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（３～５月分）
138,181

平野区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
4,860

平野区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
6,393

平野区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
3,680

平野区役所 生活支援課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
59,290

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務用令和元年７月分生活保護費の支出について
53,000,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護業務用令和元年７月分生活保護費の支出について
23,000,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務用令和元年７月分生活保護費の支出について
1,000,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
7,250

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務用令和元年７月分生活保護費の支出について
50,000
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平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用令和元年７月分生活保護費の支出について
500,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
30,740

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護業務用令和元年７月分生活保護費の支出について
100,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用令和元年７月分生活保護費の支出について
2,000,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務用令和元年７月分生活保護費の支出について
300,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（３～５月分）
125,090

平野区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる短期入所サービス費用の支出について
25,420

平野区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
53,170

平野区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について（４～５月分）
7,200

平野区役所 生活支援課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
895,302

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事業用ＰＰＣ用紙（Ａ４サイズ・Ａ３サイズ）の購入に係る所要経費の支出について
121,975

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護事務用庁内情報端末プリンタトナー・ドラムユニットの購入に係る所要経費の支出について
92,421

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護事務にかかる後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
1,579,033

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
30,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（４～５月分）の支払いについて
665,339

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
2,650

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
20,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
1,701

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
60,340

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（中絶にかかる費用）の支出について
111,610

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
119,598

平野区役所 生活支援課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護費（新生児聴覚検査にかかる費用）の支出について
6,700

平野区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（５～６月分）
304,150

平野区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
173,971

平野区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
45,320

平野区役所 生活支援課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護業務用生業扶助金の支出について
41,626

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活支援課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
86,323

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における引越代の支払について
170,640

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における生活扶助費の支出について
75,338

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護業務における紙おむつ代の支払について（３～５月分）
349,544

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護業務における教育扶助費（４～５月分）の支払いについて
684,283

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
33,480

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる福祉用具購入費用の支出について
10,000

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護業務にかかる住宅改修費用の支出について
2,900

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務における移送費の支払について（４、５月分）
191,910

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護業務用医療扶助金の支出について
69,260

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費（治療材料費）の支出について
245,226

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護費　文書料の支出について
24,020

平野区役所 生活支援課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護業務における葬祭費の支払について
828,346

平野区役所 保険年金課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）平成31年（令和元年）度６月分支払資金の支出について
300,000

平野区役所 保険年金課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・退職）平成31年（令和元年）度６月分支払資金の支出について
10,000

平野区役所 保険年金課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金課乾式複写機使用にかかる経費の支出について（４月分）
36,113

平野区役所 保険年金課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料還付金（還付加算金）の支出について（６月19日支払分）
5,100

平野区役所 保険年金課 令和元年06月19日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料還付金（歳出・一般）の支出について（６月19日支払分）
4,226,569

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
6,082

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
58,254

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
6,664
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平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
72,359

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
318,663

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
123,798

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険療養費の支給決定及び支出について（令和元年５月受付分・一般）
1,931,432

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
35,636

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
48,000

平野区役所 保険年金課 令和元年06月25日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 徴収費 役務費　通信運搬費 保険年金課事務用令和元年５月分後納郵便料の支出について
88,753

平野区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険にかかる葬祭費の支出について（令和元年５月受付分）
900,000

平野区役所 保険年金課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険にかかる出産育児一時金の支出について（令和元年５月受付分）
3,264,071

西成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
74,520

西成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
380,834

西成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
957,182

西成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
488,777

西成区役所 総務課 令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
799,635

西成区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成31年度　西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月号）
148,366

西成区役所 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
642,544

西成区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる民間従事者報償金の支出について
6,500

西成区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
562,391

西成区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる民間従事者報償金の支出について
3,250

西成区役所 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙にかかる民間従事者報償金の支出について
3,250

西成区役所 総務課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　負担金 庁舎管理用携帯型デジタル簡易無線機の平成31年度電波利用料の支出について
4,125

西成区役所 総務課 令和元年06月12日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
365,621

西成区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 庁舎維持管理用　ガス代（空調系）の支出について（５月分）
98,485

西成区役所 総務課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 負担金、補助及交付金　負担金 統一地方選挙にかかる選挙運動費用の公費負担分の支出について
910,060

西成区役所 総務課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 庁舎維持管理用　平成31年度西成区合同庁舎機械警備業務及び機械警備保守点検業務に係る経費の支出について（５月分）
60,738

西成区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 点字版西成区広報紙「にしなり我が町」（平成31年5月号～平成32年4月号）製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（６月号）
41,580

西成区役所 総務課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区合同庁舎防災センター中央監視業務にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
192,240

西成区役所 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　西成区広報紙「にしなり我が町」企画編集及び印刷業務委託にかかる経費の支出について（６月号）
403,812

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 区庁舎設備維持管理用　障がい者の就業訓練を目的とした西成区役所清掃委託業務（日常清掃）経費の支出について（５月分）
471,591

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
677,759

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
76,471

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入の経費の支出について（令和元年５月分）
8,006

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 視覚障がい者用庁内情報利用パソコン（西成区役所）一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
56,376

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）（２）一式　長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
122,344

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
259,883

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
12,212

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 第25回参議院議員通常選挙用レターパック等の購入経費の支出について
110,554

西成区役所 総務課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（西成区役所）一式　長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
2,379

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 総務課事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について(令和元年５月分)
20,451

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費
西成区役所　携帯電話通信事業者が提供するデータ通信サービスへの加入及びタブレット型コンピューターレンタル契約にかかる経費の支出について（令和元
年５月分） 3,672

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料
西成区役所　携帯電話通信事業者が提供するデータ通信サービスへの加入及びタブレット型コンピューターレンタル契約にかかる経費の支出について（令和元
年５月分） 324

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 統計調査費 統計調査費 役務費　通信運搬費 経済センサス－基礎調査事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
420

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
328

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙常時啓発費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
3,362

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について(令和元年５月分)
4,107

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 選挙事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
512

西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について(令和元年５月分)
2,053
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西成区役所 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　消耗品費 総務課事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について(令和元年５月分)
2,053

西成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、一般事務用、区政会議運営事業、地域密着型エリアリノベーションビジネス促進事業および外１事業用　後納郵便料金の支出について（５月分）
1,140

西成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、一般事務用、区政会議運営事業、地域密着型エリアリノベーションビジネス促進事業および外１事業用　後納郵便料金の支出について（５月分）
140

西成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、一般事務用、区政会議運営事業、地域密着型エリアリノベーションビジネス促進事業および外１事業用　後納郵便料金の支出について（５月分）
1,394

西成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、一般事務用、区政会議運営事業、地域密着型エリアリノベーションビジネス促進事業および外１事業用　後納郵便料金の支出について（５月分）
140

西成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 広報事業、一般事務用、区政会議運営事業、地域密着型エリアリノベーションビジネス促進事業および外１事業用　後納郵便料金の支出について（５月分）
386

西成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　広告料 平成31年度　西成区広報紙「にしなり我が町」新聞折込広告業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（6月号）
148,366

西成区役所 総務課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度西成区役所宿日直用寝具賃貸借業務に係る経費の支出について（５月分）
13,608

西成区役所 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 区庁舎設備維持管理用　電気代の支出（口座自動引落払い）について（５月分）
1,773,558

西成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 地域密着型エリアリノベーションビジネス促進事業用委託事業者選定会議にかかる報償金の支払について
51,640

西成区役所 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 特区構想エリアマネジメント協議会運営事業分　あいりん地域まちづくり会議等出席にかかる報償金の支出について（４月分）
320,680

西成区役所 市民協働課 令和元年06月05日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区民センター使用料還付事務用　令和元年6月分還付資金（過年度支出分）の支払いについて
62,500

西成区役所 市民協働課 令和元年06月06日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度西成区コミュニティ育成事業業務委託経費の支出について（１回目）
6,048,000

西成区役所 市民協働課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　損害保険料 防犯対策事業用　青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第62条に規定する継続検査（車検）時にかかる自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
25,070

西成区役所 市民協働課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 公課費　公課費 防犯対策事業用　青色防犯パトロール車両の道路運送車両法第62条に規定する継続検査（車検）時にかかる自賠責保険料及び自動車重量税の支出について
6,600

西成区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用及び地域防災活動事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
3,332

西成区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用及び地域防災活動事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,598

西成区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用及び地域防災活動事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,808

西成区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 緑化推進事業用及び地域防災活動事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,932

西成区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 緑化推進事業用及び地域防災活動事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
3,000

西成区役所 市民協働課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 緑化推進事業用及び地域防災活動事業用等にかかる小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,400

西成区役所 市民協働課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 地域防災活動事業用充電式ＬＥＤライトの買入にかかる経費の支出について
279,720

西成区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 市民協働課事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（令和元年５月分）
18,148

西成区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域コミュニティ支援事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
3,122

西成区役所 市民協働課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 地域コミュニティ支援事業及び市民協働課一般事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,472

西成区役所 市民協働課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 平成31年度　西成区における啓発指導員による放置自転車対策業務委託費の支出について（令和元年5月分）
233,943

西成区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（5月分）
738

西成区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（5月分）
120

西成区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外１事業用　後納郵便料金の支払いについて（５月分）
4,074

西成区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（5月分）
2,396

西成区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度防災・防犯等事業用　後納郵便料金の支出について（5月分）
1,394

西成区役所 市民協働課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 生涯学習事業用外１事業用　後納郵便料金の支払いについて（５月分）
1,616

西成区役所 市民協働課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 区民センター使用料還付事務用　令和元年7月分還付資金（過年度支出分）の支払いについて
62,500

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金令和１年６月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
100,000

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月03日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出
退職被保険者等還付
金

償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の窓口支払用還付資金令和１年６月分の資金前渡について（歳出一般／歳出マル退分）
1,000

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月06日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　令和元年５月支給決定分の支出について
516,518

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 償還金、利子及割引料　還付加算金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出還付加算金（一般）の支出について（令和元年６月１７日支払予定分）
1,400

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（令和元年６月１７日支払予定分）
2,139,122

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費
負担金、補助及交付金　出産育児一時金負担
金

国民健康保険給付用　出産育児一時金　令和元年５月支給決定分の支出について（その２）
879,880

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
510,410

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所住民情報業務等委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
3,932,956

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 役務費　通信運搬費 令和元年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（５月分）の支出について
12,524

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 窓口サービス課（住民情報）事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（令和元年５月分）
22,056

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 令和元年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（５月分）の支出について
100,989

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（４月分）
3,672

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 令和元年度住民情報担当各種帳票発送用後納郵便料（５月分）の支出について
1,322

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（４月分）
6,804
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西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（５月分）
20,000

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（４月分）
10,478

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（管理）後納郵便料金の支出について（５月分）
457,102

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 役務費　通信運搬費 国民健康保険事務用（保険）後納郵便料金の支出について（５月分）
262,435

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　令和元年５月支給決定分の支出について（その２）
750,000

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　葬祭費負担金 国民健康保険給付用　葬祭費　令和元年６月支給決定分の支出について
100,000

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月25日
国民健康保険事業会
計

諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 国民健康保険料の過誤納にかかる歳出一般還付金の支出について（令和元年６月２５日支払予定分）
288,288

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
4,000

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
6,804

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険給付費 保険給付費 保険給付費 負担金、補助及交付金　療養費負担金 国民健康保険給付用　療養費　一般　令和元年６月支給決定分の支出について
538,184

西成区役所 窓口サービス課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 需用費　消耗品費 保険年金事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
5,013

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
493,035

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
665,634

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
177,785

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
214,754

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
158,300

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,527,776

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,573,360

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
2,832,991

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所６月分消耗品費（特別保育分）の支出について
20,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育児童の育成にかかる市立保育所６月分消耗品費（通常保育分）の支出について
210,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　４月分
1,944

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　燃料費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　４月分
6,321

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　手数料 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　４月分
1,750

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
229,782

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
769,336

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
39,761

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
50,178

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
72,228

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
153,846

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者福祉事業用成年後見人の報酬助成にかかる費用の支出について
259,200

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,138

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
23,964

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
23,898

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（４月分）
138,103

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
170,657

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
458,784

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
8,143

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
201,283

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
139,272

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
162,495

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
593,782

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
181,443

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
20,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 一般事務経費（保健）用等小口支払基金繰入金の支出について　４月分
2,069

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 発達障がいサポート事業「発達障がいサポーター」報償金の支出について（平成３１年４月分）
114,000
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西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 もと津守小学校校庭開放業務委託にかかる業務委託料の支出について
979,808

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
1,151,075

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
689,373

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
6,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
66,908

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報償費　報償金 家族教室講師報償金の支出について（平成３１年４月分）
9,160

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉事業推進用　児童手当支給給付費（令和元年6月期窓口支払分）の支出について
40,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金
西成区校長経営戦略支援予算（区担当教育次長執行枠）帰国・来日等のこどもコミュニケーションサポート事業にかかる報償金の支出について（平成３１年４月
分） 19,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
186,810

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
182,115

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,120

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
106,792

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
184,776

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
125,577

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費の支出について（教育扶助費）
23,881

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
1,028,503

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
498,208

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
409,353

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
423,259

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月06日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく治療材料費の支出について（医療扶助費）
354,396

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 あいりん結核患者療養支援事業業務委託（概算契約）経費の支出について　第１四半期分（平成31年4月～令和元年6月分）
4,266,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
244,121

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
264,410

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
51,320

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
132,610

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・診察料・１８０日超入院診療費の支出について（医療扶助費）
177,710

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
117,290

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料の支出について（医療扶助費）
154,040

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
126,140

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月07日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
108,100

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
112,328

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
177,594

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
47,507

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
32,930

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
16,200

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
73,008

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用プリンタートナーの購入経費の支出について
128,736

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
148,148

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
113,362

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
184,976

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
259,037

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
228,323

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
229,737

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
309,897

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月10日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　手数料 高齢者福祉事業用成年後見開始審判請求にかかる診断書作成料の支出について
3,240
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西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
57,439

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
73,766

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
29,700

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
57,439

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
9,432

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
57,439

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
24,840

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
63,683

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
46,365

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく進学準備給付金の支出について（措置扶助費）
300,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月11日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
137,683

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
193,888

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
230,389

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
168,428

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
132,138

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
257,250

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
180,523

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
127,428

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
148,065

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
199,477

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月12日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
195,944

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
232,643

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
327,390

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
277,511

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
339,634

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく進学準備給付金の支出について（措置扶助費）
100,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月13日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
88,507

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障がい程度区分審査会用お茶の購入について（１６８人分）
1,058

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
6,200

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
69,334

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
7,409

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
14,085

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
29,805

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
108,101

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
57,439

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
36,088

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
172,195

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
30,735

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
57,396

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,534

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
4,100

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
33,642

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
65,882

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度英語コミュニケーション事業受注者選定会議（第１回）にかかる報償金の支払について
35,440

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度英語コミュニケーション事業受注者選定会議（第１回）にかかる報償金の支払について
17,500

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　食糧費 介護保険認定審査会用・障がい程度区分審査会用お茶の購入について（１６８人分）
7,832
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西成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 薬物依存症者等サポート事業グループミーティングにかかる講師報償金の支払いについて（平成３１年４月分）
8,960

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（4月分・大阪府医師会）
1,374,961

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あいりん地域環境整備事業（巡回・啓発等）における南海新今宮駅南高架下自転車置場用地の借上げに係る賃貸借料の支払いについて
700,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
7,970

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報償費　報償金 定期予防接種（BCG）医師報償金の支出について（令和元年５月分）
49,420

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
47,820

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
173,600

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
389,692

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
496,768

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
226,379

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
404,199

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく住宅維持費の支出について（住宅扶助費）
180,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
4,170

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 介護保険事務用市内出張交通費の支給について（平成３１年４月分）
414

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（第1四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,310,750

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 民生委員活動に関する費用弁償（平成31年4月分）の遺族への支払いについて
2,458

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用ゴム印ほか２３点購入経費の支出について
198,153

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・妊婦検診料の支出について（生活扶助費）
519,691

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
431,388

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
341,191

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
142,124

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
267,118

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
136,111

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
237,298

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
255,633

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（第1四半期分）の支払いについて【総合口座振替分】
2,242,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 児童委員活動に関する費用弁償（平成31年4月分）の遺族への支払いについて
2,458

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守幼稚園上下水道使用料（５月使用分）の支出について
1,340

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 西成区保健福祉センター分館電気料金の支出について（令和元年５月分）
117,170

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 プレーパーク事業に係るもと津守幼稚園上下水道使用料（５月使用分）の支出について
791

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 大阪市西成区役所における逓送業務委託（長期継続）業務経費の支出について（令和元年５月分）
168,941

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成区保健福祉センター分館清掃業務委託経費の支出について（令和元年５月分）
106,920

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代の支出について（教育扶助費）
418,799

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
52,278

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　介護扶助金 生活保護法に基づく福祉用具購入費・住宅改修費の支出について（介護扶助費）
48,871

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（医療扶助費）
84,330

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　出産扶助金 生活保護法に基づく助産施設法外援護費・衛生材料費・文書料の支出について（出産扶助費）
47,210

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,098,206

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,835,210

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
4,327,316

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　葬祭扶助金 生活保護法に基づく葬祭費の支出について（葬祭扶助費）
3,055,840

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　措置扶助金 生活保護法に基づく就労自立給付金の支出について（措置扶助費）
20,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
1,020

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 西成区保健福祉センター分館庁舎管理用事務用椅子外３点買入経費の支出について
141,264

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　光熱水費 （仮称）今宮シェルター跡広場に係る電気料金の支払いについて（５月分）
392

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区こども生活・まなびサポート事業」にかかる労働者派遣業務委託料の支出について（平成31年4月分）
2,186,455

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
2,270
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西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
240,725

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
73,766

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
499,480

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
8,069

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
4,192

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
357,661

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
153,741

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
70,740

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
10,665

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
2,050

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
250,230

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
95,200

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
4,440

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
76,850

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
1,704

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行用管外出張旅費の支出について（５月２７日出張分）
4,840

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
148,878

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
186,085

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
226,675

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
105,661

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
237,994

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく移送費の支出について（生活扶助費）
117,720

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
207,916

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
192,930

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
460

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月21日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 保健福祉課（地域福祉）事務用市内出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
460

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報償費　報償金 薬物依存症者等サポート事業グループミーティングにかかる講師報償金の支払いについて（令和元年５月分）
8,960

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 各種保健事業実施関連用乾式電子複写機賃貸料の支出について（５月分）
16,134

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用乾式デジタル複合機賃借料の支出について（令和元年5月分）
4,425

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用小口支払基金の繰入について（５月分）
1,313

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　備品修繕料 生活保護法施行事務用小口支払基金の繰入について（５月分）
4,050

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
265,305

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
187,259

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
183,968

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
259,303

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
169,000,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
181,476

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　住宅扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
86,000,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
800,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
400,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生業扶助金 生活保護法に基づく保護費の支出について（７月分）
3,000,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師報償金の支出について（令和元年5月分）
11,360

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 食育推進事業用レシピコンテスト周知リーフレットの作成経費の支出について
62,718

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 保育児童の育成にかかる市立保育所６月分賄材料費の支出について
3,786,050

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
162,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
150,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
140
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西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
3,479

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 西成区保健福祉センター分館事務用庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供料の支出について（５月分）
8,100

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
450

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,734

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
14,317

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
164

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,242

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
82

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,964

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
154

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
3,633

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
5,617

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
82

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
104,111

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
242,927

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
3,160,613

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
13,187

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
30,769

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 役務費　通信運搬費 生活保護法施行事務用ほか後納郵便料金の支出について（５月分）
91,172

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
24,588

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
1,289

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
417,961

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
3,049

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
6,111

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
656

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報償費　報償金 乳幼児健康診査にかかる医師等報償金の支払について（令和元年５月分）
346,680

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
11,155

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
5,011

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
154,465

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
23,772

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 役務費　通信運搬費 保健福祉課（介護保険）事務用後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
15,146

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
2,424

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月25日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

役務費　通信運搬費 保健福祉課（地域福祉・子育て支援）事務用後納郵便料の支出について（５月分）
8,464

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
666

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 あいりん地域内結核健康診断業務用携帯電話使用料の支出について（令和元年5月分）
1,572

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
3,280

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
4,828

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 役務費　筆耕翻訳料 西成区保健医療福祉協議会総会にかかる手話通訳業務にかかる経費の支出について
3,200

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費（４月分）
1,164

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費（４月分）
8,310

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費（４月分）
828

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　普通旅費 生活保護法施行事務用等市内出張交通費（４月分）
720

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
246,206

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
443,550

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
106,060

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
452,100

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　教育扶助金 生活保護法に基づく給食費・教材代・校外活動費の支出について（教育扶助費）
249,139
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西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
131,750

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
146,550

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料・検診料の支出について（医療扶助費）
272,310

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
1,094

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
566

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
304

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
82

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
18,493

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
328

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
21,082

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
4,954

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
246

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 保健事業にかかる後納郵便料金の支出について（５月分）
11,918

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月26日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
240,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　４月分
7,782

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　４月分
5,838

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 「西成区こども生活・まなびサポート事業」にかかる労働者派遣業務委託料の支出について（令和元年５月分）
2,151,688

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 委託料　委託料 西成特区結核健康診断業務（単価契約）にかかる診査料の支出について（令和元年5月分）
5,421

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 扶助費　其他扶助金 高齢者住宅改修費給付事業にかかる扶助費の支出について
61,236

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
463,466

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
490,702

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費・家財処分料の支出について（生活扶助費）
1,528,700

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
477,539

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
114,090

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　医療扶助金 生活保護法に基づく文書料の支出について（医療扶助費）
129,800

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業実施用出張交通費の支出について　４月分
600

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
5,555

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
46,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

需用費　消耗品費 保健福祉課（福祉・子育て支援）事務用　乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
9,048

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
1,264

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 保健福祉課（子育て支援）事務用市内出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
1,058

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 需用費　消耗品費 あいりん地域を中心とした結核対策事業用オフィスシュレッダー・ワイヤレステレビドアホン購入経費の支出について
44,409

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度こども食堂支援事業補助金の支出について（ネットワーク化補助）
2,500,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
55,439

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
107,062

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
117,961

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
10,689

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
29,008

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 障がい者施策用身体障がい者（児）補装具費の支出について（受領委任方式）
15,000

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
35,664

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
24,460

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（その他日生具）の支出について（受領委任方式）
39,900

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
586,295

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
17,800
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西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
18,969

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
35,600

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　其他扶助金 障がい者施策用重度障がい者（児）日常生活用具給付金（ストマ用装具等）の支出について（受領委任方式）
12,330

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 需用費　消耗品費 生活保護法施行事務用乾式電子複写機賃借料の支出について（５月分）
124,946

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
122,938

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代・移送費の支出について（生活扶助費）
231,469

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
196,414

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 生活保護費 扶助費 扶助費　生活扶助金 生活保護法に基づくおむつ代の支出について（生活扶助費）
228,329

西成区役所 保健福祉課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

扶助費　其他扶助金 高齢者福祉事業用成年後見人（高齢者）の報酬助成金の支出について
216,000

市会事務局 総務担当 令和元年06月05日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
40,836

市会事務局 総務担当 令和元年06月07日 一般会計 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 市会議員用　全国市議会議長会第215回理事会及び第95回定期総会の出席に伴う出張旅費の支出について
51,660

市会事務局 総務担当 令和元年06月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　全国市議会議長会第215回理事会及び第95回定期総会の出席に伴う出張旅費の支出について（随行）
47,160

市会事務局 総務担当 令和元年06月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　市会議長名刺　外３点の作成経費の支出について
6,652

市会事務局 総務担当 令和元年06月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　トナーカートリッジ外３点の買入にかかる経費の支出について
316,386

市会事務局 総務担当 令和元年06月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　燃料費 市会事務局事務用　正副議長車用ガソリン給油費（平成３１年４月分）の支出について
7,956

市会事務局 総務担当 令和元年06月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　食糧費 市会事務局事務用　麦茶の買入にかかる経費の支出について
8,424

市会事務局 総務担当 令和元年06月07日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　正副議長車用ＥＴＣ利用高速道路通行料（平成３１年４月分）の支出について
10,340

市会事務局 総務担当 令和元年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報償費　報償金 市会事務局事務用　政務活動費専門委員にかかる報償金（令和元年５月分）の支出について
100,000

市会事務局 総務担当 令和元年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　市会議長名刺（英語・G20サミットロゴ入り）外３点の作成経費の支出について
7,960

市会事務局 総務担当 令和元年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　議長用机上標外１点の購入経費の支出について
18,360

市会事務局 総務担当 令和元年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
35,656

市会事務局 総務担当 令和元年06月10日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　交付金 市会議員用　政務活動費（令和元年６月分）の支出について
42,066,000

市会事務局 総務担当 令和元年06月13日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　ふせん外１２点の買入にかかる経費の支出について
45,338

市会事務局 総務担当 令和元年06月13日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　多機能電話変更（２台）にかかる経費の支出について
23,220

市会事務局 総務担当 令和元年06月14日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 市会運営事務用　議場用氏名柱の貼換にかかる経費の支出について
90,720

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和元年６月分）（口座振込分等）
59,338,718

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和元年６月分）（資金前渡受領者口座振込分）
53,900

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 議員費 報酬　議員報酬 市会議員用　議員報酬の支出について（令和元年６月分）（住民税）
5,166,800

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　会議・研修出席等用出張旅費（５月分）の支出について
4,432

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
24,670

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　手数料 市会事務局事務用　正副議長室用等　椅子レース・テーブルセンタークリーニング経費の支出について
42,444

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成３１年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市会事務局）一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
5,375

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成３１年度庁内情報利用パソコン用カラープリンタ機器長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
464

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成３１年度庁内情報利用パソコン等機器（４０台分）一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
85,714

市会事務局 総務担当 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　平成３１年度庁内情報利用パソコン等機器（1台分）一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
2,883

市会事務局 総務担当 令和元年06月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　被服費 市会事務局事務用　防災ヘルメットの購入経費の支出について
42,552

市会事務局 総務担当 令和元年06月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　船車賃借料 市会事務局事務用　市会事務局所管自家用普通乗用車一式借入経費の支出について（令和元年５月分）
111,240

市会事務局 総務担当 令和元年06月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 市会事務局事務用　令和元年度近畿市議会議長会特別負担金の支出について
100,000

市会事務局 総務担当 令和元年06月18日 一般会計 議会費 議会費 事務費 負担金、補助及交付金　分担金 市会事務局事務用　令和元年度近畿市議会議長会負担金の支出について
307,000

市会事務局 総務担当 令和元年06月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
30,231

市会事務局 総務担当 令和元年06月20日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託長期継続契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
550,800

市会事務局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成３１年度乾式電子複写機使用料の支出について（５月分）（市会図書室）
2,512

市会事務局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　平成３１年度乾式電子複写機使用料の支出について（５月分）（市会事務局）
31,372

市会事務局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 議会費 議会費 事務費 委託料　委託料 市会事務局事務用　大阪市会事務局所管自家用普通乗用車運行管理業務委託長期継続超過時間料（令和元年５月分）の支出について
7,680

市会事務局 総務担当 令和元年06月24日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用ファクシミリ装置一式借入経費の支出について（令和元年５月分）
22,010

市会事務局 総務担当 令和元年06月25日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス料金（５月分）の支出について
15,199

市会事務局 総務担当 令和元年06月26日 一般会計 議会費 議会費 議員費 旅費　議員旅費 市会議員用　2019年G20大阪サミット 大阪・関西歓迎レセプションの出席に伴う出張旅費の支出について
520
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市会事務局 総務担当 令和元年06月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム端末機器一式　長期借入経費の支出について（平成３１年度５月分）
4,428

市会事務局 総務担当 令和元年06月26日 一般会計 議会費 議会費 事務費 使用料及賃借料　使用料 市会事務局事務用　議員等在席表示システム用サーバ機及び周辺機器　長期借入経費の支出について（平成３１年度５月分）
1,080

市会事務局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 議会費 議会費 議員費 職員手当等　期末勤勉手当 市会議員用　令和元年度　議員期末手当（夏季）の支出について
147,105,600

市会事務局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　正副議長室パソコン用インターネット通信料の支出について（令和元年５月分）
4,840

市会事務局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　ファックス回線工事料金の支出について
30,240

市会事務局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 役務費　通信運搬費 市会事務局事務用　電話機新設及び撤去（議員控室）にかかる経費の支出について
19,224

市会事務局 議事担当 令和元年06月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　応招簿の作製経費の支出について
43,200

市会事務局 議事担当 令和元年06月12日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　本会議議事経過簿の作製経費の支出について
70,200

市会事務局 議事担当 令和元年06月14日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会事務局事務用　記名投票用札の作製経費の支出について
302,400

市会事務局 議事担当 令和元年06月25日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成３０年９月～１２月大阪市会（定例会）会議録　印刷製本経費の支出について
318,595

市会事務局 議事担当 令和元年06月25日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　印刷製本費 市会事務局事務用　平成31年１月、２月大阪市会特別委員会記録　印刷製本経費の支出について
19,585

市会事務局 政策調査担当 令和元年06月13日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　普通旅費 市会事務局事務用　栄典事務担当初任者研修に関する出張旅費の支出について
12,420

市会事務局 政策調査担当 令和元年06月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 需用費　消耗品費 市会図書室運営用　追録購入経費の支出について
51,672

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（行政委員会事務局）長期借入（単価契約）（平成31年度4月分）
127,745

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の（平成２７年度長期継続契約）支出について（平成３１年４月分）
60,728

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の（平成２７年度長期継続契約）支出について（令和元年５月分）
60,728

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の（平成２９年度長期継続契約）支出について（令和元年５月分）
164,190

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等賃貸借料（平成２９年度長期継続契約）の支出について（令和元年５月分）
24,246

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等賃貸借料の（平成３０年度長期継続契約）支出について（令和元年５月分）
183,020

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 乾式電子複写機（行政委員会事務局）長期借入（単価契約）（令和元年５月分）
146,309

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 負担金、補助及交付金　分担金 一般事務用　令和元年度大都市人事委員会連絡協議会分担金の支出について
80,000

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用　料金後納郵便料（５月分）の支出について
162,285

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費（５月分）の支出について
73,475

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　ファスナー外１７件購入経費の支出について
60,285

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
1,982

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（４月分）
852

行政委員会事務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,232

行政委員会事務局 監査課 令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　近畿地区都市監査委員会理事都市監査委員・事務局長会議への出席にかかる旅費の支出について（令和元年５月８日開催）
3,689

行政委員会事務局 監査課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 監査事務用　「地方自治関係実例判例集689号ー699号」ほか２点の購入について
165,352

行政委員会事務局 監査課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 監査事務用　平成31年度（2019年度）近畿地区都市監査委員会総会・研修会への出席にかかる旅費の支出について
2,200

行政委員会事務局 監査課 令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　印刷製本費 監査事務用　令和元年第１回監査報告書の印刷にかかる支出について
138,041

行政委員会事務局 任用調査課 令和元年06月13日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 旅費　普通旅費 第127回全国人事委員会連合会総会への出張旅費の支出について
28,680

行政委員会事務局 任用調査課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 委託料　委託料 大卒試験用　採用試験に伴う大阪市立大学周辺警備にかかる委託料の支出について
97,200

行政委員会事務局 任用調査課 令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用システム用機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
126,036

行政委員会事務局 任用調査課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 給与調査事務用　給与調査システム用機器一式長期借入料の支出について(令和元年5月分)
24,840

行政委員会事務局 任用調査課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 大卒試験用　紙折機給紙ゴムローラーセットにかかる経費の支出について
4,104

行政委員会事務局 任用調査課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　印刷製本費 任用事務用　身体障がい者を対象とした大阪市職員採用試験要綱印刷業務委託契約にかかる支出について
27,810

行政委員会事務局 任用調査課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 使用料及賃借料　使用料 任用事務用　職員採用試験の貸付料の支出について（６月23日分）
695,250

行政委員会事務局 選挙課 令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 役務費　通信運搬費 選挙事務用電話料金の支出について（５月分）
51,970

行政委員会事務局 選挙課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 需用費　消耗品費 選挙事務用選挙関係実例判例集及び現行選挙法規の買入経費の支出について
62,720

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月03日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙用ポスター掲示場作製・設置等業務委託（Ｃブロック）経費の支出について
8,402,400

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙にかかる投票用紙自動読取分類機運用業務委託経費の支出について
635,580

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙にかかる投票用紙自動読取分類機運用業務委託経費の支出について
317,790

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月04日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙にかかる投票用紙自動読取分類機運用業務委託経費の支出について
317,790

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙啓発におけるオオサカメトロ地下鉄車内放送業務委託経費の支出について（地方選挙費分）
2,592,000

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙に係るオオサカメトロ車内・駅構内及び大阪シティバスへの広告啓発業務経費の支出について
1,110,348

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙における市立校園で開催される個人演説会会場設備の設営及び撤収業務委託実施及び同経費の支出について（地方選挙費分）
845,640
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行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙啓発におけるオオサカメトロ地下鉄車内放送業務委託経費の支出について（知事選挙費）
1,296,000

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙における市立校園で開催される個人演説会会場設備の設営及び撤収業務委託実施及び同経費の支出について（知事選挙費分）
422,820

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙に係るオオサカメトロ車内・駅構内及び大阪シティバスへの広告啓発業務経費の支出について
555,174

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙における市立校園で開催される個人演説会会場設備の設営及び撤収業務委託実施及び同経費の支出について（市長選挙費分）
422,820

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙啓発におけるオオサカメトロ地下鉄車内放送業務委託経費の支出について（市長選挙費）
1,296,000

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月07日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙に係るオオサカメトロ車内・駅構内及び大阪シティバスへの広告啓発業務経費の支出について
555,174

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 備品購入費　庁用器具費 統一地方選挙用投票用紙交付機購入経費の支出について
71,280,000

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 備品購入費　庁用器具費 統一地方選挙用投票用紙交付機購入経費の支出について
35,640,000

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月14日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 備品購入費　庁用器具費 統一地方選挙用投票用紙交付機購入経費の支出について
35,640,000

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 統一地方選挙用複合機搬送・設置等業務委託費用の支出について
43,200

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月21日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院議員通常選挙用ＳＳＤの購入経費の支出について
181,440

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙事務用不在者投票管理経費の支出について（市議・市長のみ）
377

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月24日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙事務用不在者投票管理経費の支出について（市議・市長のみ）
376

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙用不在者投票管理経費の支出について（市議のみ）
3,012

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月25日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙用不在者投票管理経費の支出について(市長のみ)
753

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙用不在者投票管理経費の支出について
63

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月26日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一地方選挙用不在者投票管理経費の支出について
63

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙事務用市内出張交通費の支出について(４月分)その３
120

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 需用費　消耗品費 点字毎日号外２種　外１点の購入経費の支出について
1,466,640

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用電話料金の支出について（６月利用分）
55,856

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 委託料　委託料 平成３１年執行統一地方選挙用投開票集計システムサポート業務委託経費の支出について（地方選挙費分）
1,329,750

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 需用費　消耗品費 参議院選挙用「参議院選挙の手引　令和元年」購入経費の支出について
142,560

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 役務費　通信運搬費 参議院議員通常選挙用電話料金の支出について（６月請求分）
10,584

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙事務用市内出張交通費の支出について(４月分)その３
60

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用電話料金の支出について（６月利用分）
27,928

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 委託料　委託料 平成３１年執行統一地方選挙用投開票集計システムサポート業務委託経費の支出について（知事選挙費分）
664,875

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 報償費　報償金 統一選挙用不在者投票管理経費の支出について
40

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 旅費　普通旅費 統一地方選挙事務用市内出張交通費の支出について(４月分)その３
60

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 需用費　消耗品費 点字毎日号外２種　外１点の購入経費の支出について
409,500

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 役務費　通信運搬費 統一地方選挙用電話料金の支出について（６月利用分）
27,928

行政委員会事務局
選挙課（選挙費執行
用）

令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 委託料　委託料 平成３１年執行統一地方選挙用投開票集計システムサポート業務委託経費の支出について（市長選挙費分）
664,875

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（４月分）
262,084

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 予算決算事務用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
1,000

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかるコピー代金等の支出について（４月分）
362,241

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　色上質紙の買入の支出について
14,580

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和元年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
40,986

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成31年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式　長期借入経費の支出について(５月分）
42,660

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成31年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入経費の支出について(５月分）
31,063

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入経費の支出について(５月分）
1,190,258

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成31年度　庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式長期借入経費の支出について（５月分）
40,176

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（教育委員会事務局）一式　長期借入経費の支出について(５月分）
1,084,934

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 調度事務用市内出張交通費（令和元年度５月分）の支出について
2,040

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
752

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（５月分）
147,420

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般管理用　複写機使用にかかるコピー代金等の支出について（５月分）
227,068

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 一般管理用　郵便料金等の経費支出について（５月分）
162,899

教育委員会事務局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 一般管理用　令和元年度ファクシミリ装置一式長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
40,986
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教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　巽中学校借地料（５月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 校舎補修等整備事業用　特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講料等の支出について
150

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 校舎補修等整備事業用　特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講料等の支出について
14,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 五条小学校増築その他工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
185,700

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 補償、補填及賠償金　補償金 塩草立葉小学校増築工事に伴う電気通信設備移転費用の支出について
296,871

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム機能開発等業務委託の実施経費の支出について（５月分）
58,916

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託の実施経費の支出について（５月分）
20,363

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム機能開発等業務委託の実施経費の支出について（５月分）
674,412

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム機能開発等業務委託の実施経費の支出について（５月分）
438,472

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託の実施経費の支出について（５月分）
359,359

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 施設整備業務管理システム運用・保守等業務委託の実施経費の支出について（５月分）
359,358

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 公有財産購入費　土地購入費 中之島西部地域小中一貫校整備に関する土地交換に係る経費の支出について
14,440,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　十三小学校借地料（５月分）の支出について
794,594

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　四貫島小借地料（５月分）の支出について
4,041,255

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（５月分）
5,463

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について（５月分）
60,093

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について
17,406

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 施設整備業務管理システム利用パソコン等一式借入の実施経費の支出について
56,574

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度　全国施設主管課長協議会分担金の支出について
4,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度全国公立学校建築技術協議会にかかる会費の支出について
15,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 ICT事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（5月分）
460

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 児童・生徒数の増加に伴う新増築事業にかかる仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（上福島小学校）（５月分）
3,736,800

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 児童・生徒数の増加に伴う新増築事業にかかる仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（上福島小学校）（４月分）
3,736,800

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
775,062

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
1,001,169

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
395,199

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
325,026

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
189,625

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（４月分）
52,695

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用「電気事業法解釈例規集1811－1829」の購入経費の支出について
70,376

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 老朽鉄筋校舎改築事業にかかる電波障害対策引込工事について（中野小学校）
102,600

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎建設事務用「建設工事紛争予防・解決の手引き165号・166号」の購入経費の支出について
8,980

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（４月分）
18,368

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
4,860

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
1,155,060

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
903,420

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
1,221,793

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
775,062

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
907,308

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
1,018,980

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
440,640

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
455,274

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
484,380

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
325,026

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
441,925

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（７ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
464,616

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料４月分の支出について
1,155,672
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教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　南中学校借地料５月の支出について
1,155,672

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（１ブロック）（その２）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
55,080

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（６ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
51,991

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
171,180

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、大阪市立学校機械警備業務委託（4ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
189,625

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（２ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
74,520

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 学校管理用、学校機械警備業務委託（３ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
46,980

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 玉出中学校仮設校舎一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（５月分）
3,080,421

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 滝川小学校仮設校舎一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（５月分）
2,987,137

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 田中小学校仮設校舎一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（５月分）
1,409,400

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 淀川中学校仮設校舎一式借入（その２）の実施並びに同所要経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（５月分）
5,200,477

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業にかかる仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（小松小学校）
2,624,400

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 住吉第一中学校仮設校舎一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（５月分）
4,005,276

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業　都島中学校仮設校舎一式借入の実施並びに所要経費の支出について（５月分）
5,316,840

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 中野小学校仮設校舎一式借入の実施並びに同所要経費の支出について（老朽鉄筋校舎改築事業）（５月分）
3,680,338

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 老朽鉄筋校舎改築事業にかかる仮設校舎の建設及び賃貸借契約の実施並びに同所要経費の支出について（南住吉小学校）（５月分）
4,050,000

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　大成小学校外１件にかかる借地料（４月～３月分）の支出について
358,800

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
1,001,169

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
395,199

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校機械警備業務委託（5ブロック）長期継続にかかる実施経費の支出について（５月分）
52,695

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（５月分）
78,146

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎補修等事業用近接地管外及び市内出張旅費の支出について（５月分）
99,298

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 用地管理用近接地管外及び市内出張交通費の支出について（５月分）
19,216

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　不動産賃借料 学校用地管理用　巽中学校借地料（６月分）の支出について
7,881,376

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 堀江小学校増築その他工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
325,700

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 校舎補修等整備事業用　トナーカートリッジ外3点の購入及び同所要経費の支出について
58,222

教育委員会事務局 施設整備課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　手数料 淀中学校増築その他工事にかかる構造計算適合性判定手数料の支出について
524,700

教育委員会事務局 学事課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 平成31年度学校選択制にかかるアンケート調査返信用封筒の印刷にかかる経費の支出について
252,883

教育委員会事務局 学事課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 高等学校等奨学金事業用受取人払郵便料金の支出について（31年5月分）
5,298

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度　港区日本語サポート等事業にかかる報償金の支出について(平成31年４月分)
80,582

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
9,200

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
11,480

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポート事業用活動保険加入に係る同所要経費の支出について
150

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポート事業用活動保険加入に係る同所要経費の支出について
1,850

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 【６月１２日資金前渡】「学校力ＵＰ支援事業」にかかる会費の支出について
5,000

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 旅費　委員旅費 令和元年度第１回指定都市教育委員会協議会への出席及び出張旅費の支出について
51,680

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 令和元年度第１回指定都市教育委員会協議会への出席及び出張旅費の支出について
50,880

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言にかかる講師謝礼金の支出について
7,740

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポート事業用活動保険加入に係る同所要経費の支出について
150

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 鶴見区校長経営戦略支援予算（区次長枠）教育活動サポート事業用活動保険加入に係る同所要経費の支出について
5,550

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
11,480

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 西区戦略支援予算（区次長枠）子どもの体力・運動能力向上支援事業にかかるスポーツ安全保険の保険料の支払いについて（令和元年度２回目）
108

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 西区戦略支援予算（区次長枠）子どもの体力・運動能力向上支援事業にかかるスポーツ安全保険の保険料の支払いについて（令和元年度２回目）
1,850

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 企画グループ業務用　市内出張交通費（4月分）の支出について
30,887

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和元年度　港区戦略支援予算(区次長枠)　教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成31年４月分)
112,278

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 令和元年度　港区戦略支援予算(区次長枠)　教育相談(スクールソーシャルワーカー等巡回・派遣)事業にかかる報償金の支出について(平成31年４月分)
103,642
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教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「スクールソーシャルワーカー活用事業」にかかる報償金の支出について（５月分）
139,496

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 「スクールソーシャルワーカー活用事業」にかかる報償金の支出について（５月分）
71,804

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
9,300

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
9,300

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 「学校力UP支援事業」の指導助言に係る講師謝礼金の支出について
15,060

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 西区戦略支援予算（区次長枠）子どもの体力・運動能力向上支援事業にかかる体育指導者実技指導研修会開催経費の支出について
34,200

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和元年度　スクールソーシャルワーカー活用事業用携帯電話にかかる経費の支出について（５月使用分）
2,803

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 西区戦略支援予算（区次長枠）子どもの体力・運動能力向上支援事業にかかる体育指導者実技指導研修会開催経費の支出について
34,200

教育委員会事務局 教育政策課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 令和元年度　スクールソーシャルワーカー活用事業用携帯電話にかかる経費の支出について（５月使用分）
1,443

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　費用弁償 登録有形文化財（建造物）候補の実査にかかる係官派遣旅費の支払について
30,020

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 文化財保護課市内出張交通費（平成31年4月分）の支出について
14,040

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月13日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料　使用料 文化財保護課事務用ファクシミリ装置一式長期借入および同所要経費の支出について（令和1年5月分）
5,086

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 負担金、補助及交付金　会費 平成31年度全国近代化遺産活用連絡協議会への加入および会費の支出について
20,000

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設および淡路土地区画整理事務所の機械警備業務委託(長期継続契約)にかかる経費の支出について(令和元年5月分）)
5,616

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 委託料　委託料 埋蔵文化財発掘調査・収蔵施設、淡路土地区画整理事務所清掃業務委託（長期継続）にかかる契約及び経費の支出について（令和元年5月分）
37,200

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 旅費　普通旅費 記念物保護行政担当者会議への出席にかかる旅費の支出について
29,300

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 使用料及賃借料　不動産賃借料 事業用不動産の使用及び使用料の支出について（谷八排気口）
188,856

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　消耗品費 文化財保護課用事務資料「大阪春秋」の購入にかかる経費の支払いについて
4,720

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 需用費　光熱水費 埋蔵文化財調査・収蔵施設における電気料金（令和元年5月分）の支出について
53,836

教育委員会事務局 文化財保護課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度全国史跡整備市町村協議（全史協）近畿地区協議会への加入および負担金の支出について
10,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,141,418

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城陽中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
4,244,940

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高倉中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（4月分）
2,058,557

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桑津小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
3,636,900

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西中学校給食調理・配送・配膳等業務委託の経費の支出について（４月分）
2,318,472

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（学校給食課・非常勤職員4月分）
4,890

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（学校給食課４月分）
48,024

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（4月分）
156,384

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 令和元年度検便検査業にかかる業務委託経費の支出について（4月分）
264,492

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（４月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 学校給食食品細菌検査業務委託経費の支出について（5月分）
128,952

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報償費　報償金 平成31年度大阪市学校給食標準献立会議の開催における構成員の報償金の支出について（２学期献立関係）
3,260

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 緑中学校給食室棟増築工事に伴う下水道引込工事に係る事務管理費の支出について
92,394

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,931,931

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立桜宮小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,206,900

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,728,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立真田山小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,058,480

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立北恩加島小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,047,644

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西天満小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
777,943

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立高見小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,614,600

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南大江小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,636,200

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊新小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,408,538

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立九条北小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,096,740

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南百済小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,556,820
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教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立茨田小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,466,640

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小松小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,998,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中央小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,502,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田北小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,698,300

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立南住吉小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,003,400

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立玉出小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,456,920

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立田辺小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,666,250

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立常盤小学校外1校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
4,456,350

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立宮原小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,739,880

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
202,779

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見南小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,820,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立阿倍野小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,081,917

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立淀川小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
3,229,200

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西九条小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,525,500

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立菅原小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,051,460

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立三軒家東小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,553,040

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立すみれ小学校外２校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
5,989,500

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
3,093,120

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立茨田東小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,601,530

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立榎本小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,364,120

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立育和小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,845,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東都島小学校外３校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
6,048,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立諏訪小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
2,154,600

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立みどり小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,622,619

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,422,213

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
4,215,976

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立三国小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
3,889,382

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
3,714,600

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
878,948

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立豊崎東小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,182,600

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉出戸小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
3,878,280

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立片江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,554,066

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,726,013

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立築港小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,115,991

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
856,043

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新森小路小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,957,770

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大空小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,111,400

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美小学校外２校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
5,189,108

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立柏里小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,336,500

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立海老江西小学校外３校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
6,021,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外１校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,728,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,284,539

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立加島小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,630,800

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立清江小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,168,720

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
992,102

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立堀江小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
5,101,228

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新東三国小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,083,240
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教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,661,040

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立喜連小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,504,656

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,710,269

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,296,884

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
888,862

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港桜小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,031,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田川小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,837,003

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立柴島中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
1,156,680

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住之江小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
6,546,948

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立巽南小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,088,524

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立相生中学校給食調理・配送・配膳等業務委託（第１・２学年及び教職員分）経費の支出について（5月分）
2,483,873

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新豊崎中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,500,470

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴町小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,316,600

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立美津島中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
4,137,912

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立住吉中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
988,200

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立弁天小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,891,987

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立玉出中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（５月分）
2,784,240

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊新小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,919,330

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立北恩加島小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
6,933,016

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立北巽小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,472,155

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立相生中学校給食調理・配送・配膳等業務委託（第３学年分）経費の支出について（５月分）
2,113,560

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中本小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
4,088,028

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立佃中学校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,310,751

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫島小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,962,051

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桜宮中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,646,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大隅東小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
4,532,652

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立宮原中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,416,580

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立都島中学校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
3,081,780

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東三国中学校給食調理・配送・配膳等業務委託の経費の支出について（５月分）
2,649,962

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立南港みなみ小学校・南港南中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
3,355,020

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立築港中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,466,968

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立阿倍野中学校給食調理・配送・配膳等業務委託の経費の支出について（５月分）
2,921,308

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中津小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,560,754

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立御幣島小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,131,120

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立岸里小学校外１校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,536,084

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野中学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
5,061,960

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桑津小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
3,636,900

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高倉中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,812,397

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立井高野中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,867,502

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立此花中学校給食調理・配送・配膳等業務委託の経費の支出について（５月分）
2,017,117

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立菫中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
3,477,774

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西天満小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,273,057

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加賀屋東小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
7,774,950

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立金塚小学校外３校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
4,968,060

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田小学校・矢田南中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
4,691,311

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立野田小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
5,438,039

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立平野小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,662,657
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教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立滝川小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,300,400

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立啓発小学校・中島中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
3,825,900

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新高小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,773,524

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立伝法小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
4,175,698

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立西中学校給食調理・配送・配膳等業務委託の経費の支出について（５月分）
2,635,247

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立姫里小学校外１校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,728,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高殿小学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,845,260

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東都島小学校外３校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,301,400

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城陽中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
4,987,980

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立八阪中学校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,689,241

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 大阪市学校給食献立作成システムの保守運用業務委託経費の支出について（５月分）
158,881

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 令和元年度検便検査業にかかる業務委託経費の支出について（５月分）
257,126

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,637,280

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立鯰江小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,527,200

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,706,400

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立日吉小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
3,494,453

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,941,543

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立榎並小学校給食調理等業務委託経費の支出について（5月分）
1,678,320

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鷹合小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,755,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立難波元町小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,309,500

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,379,428

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
2,878,904

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
4,810,773

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
2,816,107

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立豊仁小学校外1校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,642,760

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大道南小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
4,558,410

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長居小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
2,187,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
1,601,379

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立晴明丘小学校給食調理等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
1,863,000

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立夕陽丘中学校給食調理・配送・配膳業務委託経費の支出について（５月分）
2,904,336

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立玉津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
610,740

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鶴見橋中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
723,984

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立浪速小学校・日本橋中学校外１校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
4,222,125

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
651,456

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立古市小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
2,654,092

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立放出小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,197,472

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立日吉小学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
3,644,541

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立瓜破小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
5,826,188

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今市中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
787,232

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立依羅小学校外3校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
7,121,115

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立高津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
739,536

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立鷹合小学校外2校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
1,442,826

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田中小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託長期継続の経費の支出について（５月分）
5,305,799

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立加美東小学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
4,361,580

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立野田中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
732,888

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田西中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
859,731

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立聖和小学校外４校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
6,120,090
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教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
733,914

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立市岡東中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
692,172

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立難波中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
769,233

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大領小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
3,982,770

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立横堤小学校外２校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（5月分）
4,352,454

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立今津中学校外1校給食調理・配送・配膳等業務委託経費の支出について（５月分）
5,717,844

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立春日出中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
693,141

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立木津中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
769,233

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大正中央中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（5月分）
769,233

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳購入経費の支出について（５月分）
129,425,310

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分食材費）
277,711,646

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（５月分）
63,976,969

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（５月分）
47,513,841

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分食材提供業務）
26,081,755

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（平成30・31年度移行校分）の経費の支出について（５月分委託料）
2,167,465

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資精米・委託米飯購入経費の支出について（５月分）
26,018,527

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用物資製品パン購入経費の支出について（５月分）
14,791,246

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分食材費）
100,779,036

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 学校給食用牛乳購入経費の支出について（５月分）
39,010,173

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（５月分食材提供業務）
4,204,945

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立学校給食用食材提供業務委託（平成30・31年度移行校分）の経費の支出について（５月分委託料）
1,514,702

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
1,350,683

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立城東中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
884,952

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立豊崎中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
807,840

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立天下茶屋中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
601,776

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立淀川中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
752,760

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市中学校給食システム運用保守業務の委託並びに同経費の支出について
356,400

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立港中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
752,760

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大池中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
796,176

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 市立新今宮小学校・今宮中学校給食調理等業務委託経費の支出について（５月分）
941,317

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立東陽中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
729,980

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立梅南中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
730,728

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立桃谷中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
586,656

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大宮中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
730,728

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立新生野中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
752,760

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立矢田中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
841,320

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立大和川中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
841,320

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立田島中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
796,176

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
851,904

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立長吉六反中学校給食配送・配膳業務委託（単価契約）長期継続にかかる経費の支出について（５月分）
752,760

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（中ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
3,050,772

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（北ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
4,429,907

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　賄材料費 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（南ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
8,154,893

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（中ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
5,171,827

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（北ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
7,176,929

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立中学校給食調理等業務委託（単価契約）長期継続（南ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
13,265,226

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（学校給食課・非常勤職員５月分）
9,562
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教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 学校給食にかかる市内出張交通費等の支出について（学校給食課５月分）
43,440

教育委員会事務局 学校給食課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 平成31年度指定都市学校保健・安全・給食主管課長会議及び大都市学校給食連絡協議会参加にかかる出張命令および所要経費の支出について
58,160

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（４月分）
91,304

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（４月分）
12,248

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 第１回　人事評価制度評価者研修業務委託に係る公募型プロポーザル受託事業者選定会議の開催に係る経費の支出について
24,760

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 事業班運営用　保温地下足袋外３点の購入にかかる経費の支出について
56,386

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 一般事務用　椅子買入経費の支出について
38,664

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室等職員）の支払いについて（４月分）
9,020

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　市内等出張交通費（４月分）の支出について
62,329

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当（管理主事）出張交通費（４月分）の支出について
65,616

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（令和元年５月分）
147,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 人事監察委員（教職員分限懲戒部会）の委員報酬の支出について（令和元年５月分）
2,180

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入の継続について
21,627

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員勤務情報システム用　ICカード発行機器一式長期借入の継続について
26,541

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成31年度　校園文書等逓送業務委託経費（４月分）の支払いについて
3,281,040

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 非常勤職員（セクハラ相談員）の報酬について（令和元年５月分）
36,000

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 平成31年度定数報告書等のヒアリングについて
116,920

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 人事管理事務用　教職員人事担当　市内等出張交通費（４月分）追加の支出について
1,104

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 令和元年度　校園文書等逓送業務委託経費（５月分）の支払いについて
3,281,040

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 第140回近畿府県市教育委員会争訟事務連絡協議会出席にかかる旅費の支出について
1,920

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 「会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査について（照会）」等のヒアリングにかかる出張命令及び同所要経費の支出について
29,230

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（揮発油）の使用にかかる経費の支出について（５月分）
62,911

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　燃料費 給油カード（軽油）の使用にかかる経費の支出について（５月分）
13,325

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（苗代主任室職員）の支払いについて（５月分）
10,330

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 教員採用説明会従事にかかる出張命令及び同所要経費の支出について（兵庫教育大学）
2,760

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成31年度　校園営繕園芸事務所にかかる回線通信料（６月分）の支払について
5,832

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成31年度　学校業務サービスセンターにかかる回線通信料（６月分）の支払について
8,748

教育委員会事務局 教職員人事担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 備品購入費　図書購入費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,180

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム教職員健康管理機能追加業務用機器長期借入経費の支出について（5月分）
37,692

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム教職員健康管理機能運用保守業務委託経費の支出について（5月分）
461,646

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 平成31年度労働安全衛生用デザイン教育研究所産業医報酬の支出について（第一四半期）
36,000

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 平成31年度流し込みゴム印買入（単価契約）の所要経費の支出について
129

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 大阪市立学校園「産業医講習会」開催にかかる講師報償金の支出について（平成31年６月15日開催分）
18,340

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度労働安全衛生用衛生管理者免許試験受験準備講習の受講及び同所要経費の支出について
71,280

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報償費　報償金 令和元年度ラインケア研修（新任管理職向け）の開催にかかる同経費の支出について
44,440

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　印刷製本費 平成31年度　学校園の労働安全衛生管理事業　心の健康づくり「セルフケアカード」の印刷並びに所要経費の支出について
27,972

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度こころの健康づくりサポート業務委託の実施並びに同経費の支出について（5月分）
158,400

教育委員会事務局 教職員給与・厚生担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 教職員健康審査会に係る出張旅費の支出について（令和元年6月分）
360

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 クラフトパーク冷温水ポンプ緊急整備業務委託経費の支払いについて
70,200

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　消耗品費 生涯学習部一般事務用コピー代の支出について（４月分）
13,788

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度　一般社団法人全国社会教育委員連合への会費の支払いについて
70,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT4月分）
11,232

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用通信回線使用料の支出について（NTT4月分）
55,662

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成31年度PTAテーマ別研修事業業務委託の実施にかかる所要経費の支出について
496,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について(5月分)
55,043

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月20日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について(5月分)
137,608

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度　キッズプラザ大阪に係る不動産賃借料の支出について（６月分）
29,450,820
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教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度生涯学習情報提供システム機器長期借入経費の支出について(5月分)
1,426,269

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 平成３１年度大阪市立総合生涯学習センター施設管理費等の支出について(６月分)
4,441,555

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３１年度　大阪国際平和センター運営費補助金（施設長期修繕費）の支出について（第１四半期分）
2,136,000

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 委託料　委託料 平成31年度　障がい者交流学習事業業務委託の実施並びに同所要経費の支出について
1,605,636

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年度大阪市立難波市民学習センター不動産賃借料の支出について(６月分)
6,819,500

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
756

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習担当一般事務用郵便５月分後納料金の支出について
23,421

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,544

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　普通旅費 生涯学習担当職員出張旅費の支出について（５月分）
27,085

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 役務費　通信運搬費 生涯学習情報提供システム用広域LAN回線使用料の支出について(５月分)
23,220

教育委員会事務局 生涯学習担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度大阪市立阿倍野市民学習センター施設管理費等の支出について(７月分)
2,645,713

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【６月３日支払】平成31年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（４月分）
79,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【６月３日支払】平成３１年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（４月分）
21,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【６月３日支払】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）出来島小学校）
1,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【６月３日支払】護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）三津屋小学校）
1,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【６月３日支払】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）旭陽中学校）
2,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【６月３日支払】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）住吉川小学校）
2,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 【６月３日支払】平成31年度看護職賠償責任保険の加入及び同所要経費の支出について（特別支援教育の充実）
3,950

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金
大阪市中学校３年生統一テスト実施業務及びチャレンジテストＰＬＵＳ実施業務委託契約にかかる総合評価一般競争入札の第１回選定会議委員報償金の支出に
ついて 30,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 令和元年度 キャリア教育推進事業における賠償責任保険の加入経費の支出について
2,437,250

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
808,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際クラブ時間講師にかかる報償金の支出について（４月分　国際理解教育推進事業）
140,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【５月14日開催】スクールロイヤー法律窓口相談の実施にかかる報償金の支出について
14,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学力向上支援有償ボランティア)に係る報償金の支出について（平成３１年４月分)
1,854,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【６月５日実施予定】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）今福小学校）
6,870

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(小学校　平成３１年４月分)
4,641,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の支出について(中学校　平成３１年４月分)
496,760

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月06日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 インクルーシブ教育推進室水道料金の支払いについて（５月請求分）
39,527

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 【5月13日-17日出張】平成31年度道徳教育指導者養成研修への参加にかかる出張並びに同経費の支出について
49,720

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 【5月20日-21日出張】平成31年度幼稚園担当指導主事・担当者会議への参加にかかる出張並びに同経費の支出について
36,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 【６月７日支払】平成31年度都道府県教育委員会等指導事務主管部課長会への参加に係る出張並びに同経費の支出について
34,500

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 再生トナーカートリッジ外２点の買入及び同所要経費の支出について(指導振興事務費)
72,144

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(４月分）
9,354

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について(４月分）
820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 委託料　委託料 平成３１年度「歯・口の健康教室」の実施業務にかかる委託料の支出について（４月分）
246,568

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インクルーシブ教育推進室機械警備業務委託契約（長期継続契約）に係る経費の支出について（平成31年4月分　特別支援教育の充実（機能集約の整備））
11,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式借入(長期継続契約）に係る経費の支出について（４月分　68台）
86,184

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 特別支援教育専門家チーム・アドバイザーの講演（インクルーシブ教育推進室）に係る講師謝礼金の支払について（特別支援教育推進事業　５月２１日開催】）
16,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 キャリア教育支援センター運営にかかる電話料金の支出について（５月分）
8,905

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　手数料 令和元年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（5月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予算）等）
63

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　損害保険料 令和元年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（5月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予算）等）
20,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度全国産業教育主管課長連絡会にかかる会費の支出について
4,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 令和元年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（5月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予算）等）
274

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　損害保険料 令和元年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（5月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予算）等）
90,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 令和元年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（5月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予算）等）
17

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　損害保険料 令和元年度学力向上支援サポーターに係るスポーツ安全保険料の支出について（5月加入申込分　学校活性化推進事業（校長経営戦略支援予算）等）
5,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　会費 平成31年度公益財団法人日本学校保健会への拠出金の支出について
358,169
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 【6月13日支払】平成31年度健康教育・食育行政担当者連絡協議会への参加にかかる出張並びに同経費の支出について
29,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成31年度キャリア教育・進路指導担当者研究協議会への参加に係る出張並びに同経費の支出について
113,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　分担金 【６月13日支払】キャリア教育支援センターの維持管理における電気料金（４月分）・水道料金（５月分）にかかる分担金の支出について
15,776

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 平成31年度幼稚園介助アルバイト（４月分）にかかる経費支払の口座不能に伴う再支出について
13,610

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 【６月14日支払】横浜市教育委員会日本語支援拠点施設の視察にかかる出張並びに同経費の支出について
57,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 【６月14日支払】平成31年度健康教育・食育行政担当者連絡協議会への参加にかかる出張並びに同経費の支出について
37,860

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 理科教科書（『わくわく理科５』）外1点の買入にかかる経費支出について（校長経営戦略支援予算関係）
23,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
697,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再リース　４月分）
64,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入にかかる経費の支出について〔４月分　1台〕
7,376

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立西高等学校情報教育実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
1,246,428

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和元年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（４月分）
648

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【５月28日開催】スクールロイヤー法律窓口相談の実施にかかる報償金の支出について
14,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【６月３日開催】学力向上を図る実践研究プロジェクト事業「主体的・対話的で深い学び」の推進プロジェクト会議にかかる報償金の支出について
15,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 プリンタートナーカートリッジの買入に係る経費の支出について（特別支援教育の充実　インクルーシブ教育推進室運営用）
88,992

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和元年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（４月分）
2,592

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 【６月３日実施】平成31年度小学校学力経年調査事業にかかる第２回委託事業者選定会議の実施及び同所要経費の支出について
44,820

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パソコン機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
1,816,344

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（５月分）
32,205

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 部活動指導員登録のための事前研修会に係る講師謝礼金の支出について
34,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 体育的教育活動における事故防止研修の開催及び経費の支出について（部活動指導員活用事業）
22,590

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター電気料金の支払いについて（５月分）
128,821

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 令和元年度大阪市インクルーシブ教育推進室向け通信サービスの提供業務委託契約の締結ならびに同経費の支出について（4月分）
28,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式長期借入の実施にかかる経費の支出について〔４月分　8台〕
7,776

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
1,154,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校工業科目実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
622,080

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（４月分）
222,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度大阪市中学校春季総合体育大会会場使用に係る経費の支出について（テニス）
168,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　大阪市中学校春季総合体育大会会場使用料に係る経費の支出について（陸上）
364,800

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 需用費　光熱水費 【6月20日支払】大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）５月請求分電気料金の支払いについて
73,573

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 【6月20日資金前渡】2019年度大阪市人権・同和教育研究大会への参加にかかる資料代の支出について（国際理解推進事業）
12,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 【6月20日支払】大阪市特別支援教育センター（インクルーシブ教育推進室）５月請求分電気料金の支払いについて
479,538

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 学力向上推進指導室にかかる電話料の支出について（6月分）
16,169

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 インクルーシブ教育推進室にかかる電話料金の支出について（５月分）
58,818

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 平成31年度検診協力医制の実施にかかる経費の支出について（都島工業高等学校）
31,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校CALL室用情報教育機器一式　長期借入及び同経費の支出について（再リース　４月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（６月分）
638

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（５月分）（もと弘治小学校）
1,414

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（５月分）（もと弘治小学校）
2,452

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学力向上支援有償ボランティア)に係る報償金の口座不能による再支出について（平成３１年度　４月分）
66,266

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【6月21支払】令和元年度児童虐待防止支援事業ケースサポート（相談窓口）に係る報償金の支出について（５月分）
21,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【6月21日支払】令和元年度スクールソーシャルワーカー活用事業にかかる報償金の支出について（５月分）
79,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成31年度指導部市内出張交通費の支出について(4月　英語イノベーション担当分)
23,530

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成31年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　業務調整グループ分)
7,904

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンターガス料金の支払いについて（６月分）
2,553

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（５月分）（もと弘治小学校）
5,658
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 生活指導サポートセンター水道料金の支出について（５月分）（もと弘治小学校）
9,806

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 インクルーシブ教育推進室機械警備業務委託契約（長期継続契約）に係る経費の支出について（5月分）
11,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市インクルーシブ教育推進室昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務委託の実施及び同所要経費の支出について（4月分）
11,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 大阪市インクルーシブ教育推進室昇降機設備保守点検及び遠隔監視業務委託の実施及び同所要経費の支出について（5月分）
11,880

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 負担金、補助及交付金　分担金 第２７回大阪府産業教育フェア開催にかかる分担金の支出について
303,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 第１回学校活性化推進事業「校長経営戦略支援予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
39,486

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上支援サポーター(学びサポーター)に係る報償金の口座不能による再支出について（小学校　平成３１年度　４月分）
30,279

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 第１回学校活性化推進事業「校長経営戦略支援予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
39,486

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（4月分）
74,521

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 高等学校スクールカウンセラーにかかる報償金の支出について（4月分　高等学校生徒支援事業）
309,740

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第１回学校活性化推進事業「校長経営戦略支援予算」加算配付対象校選定会議の開催及び同所要経費の支出について
3,778

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入にかかる所要経費の支出について（４月分）
1,335,852

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再リース　４月分）
13,289

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　光熱水費 インクルーシブ教育推進室運営にかかるガス料金の支出について（５月分）
1,595

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 令和元年度検診協力医制の実施にかかる経費の支出について（友渕小）
31,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　特別旅費 令和元年度 高校生海外修学旅行下見にかかる旅費の支出について（扇町総合高等学校）
97,260

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校教育支援システム用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
831,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 令和元年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
216

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【５月分】スクールロイヤーメール及び電話相談の実施にかかる報償金の支出について
40,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【６月７日開催】スクールロイヤー学校派遣相談の実施にかかる報償金の支出について
25,060

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 令和元年度もと弘治小学校における一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
864

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（再リース　４月分）
50,328

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出につい
て（４月分） 4,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入について（再リース　４月分）
76,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校ボランティア科実習システム一式　長期借入にかかる経費の支出について（再リース　４月分）
11,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出につい
て（４月分） 655,128

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 第70回指定都市学校保健協議会参加にかかる出張経費の支出について　学校医
35,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 第70回指定都市学校保健協議会参加にかかる出張経費の支出について　学校薬剤師
36,160

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 第70回指定都市学校保健協議会参加にかかる出張経費の支出について　学校歯科医
50,300

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 第70回指定都市学校保健協議会参加にかかる出張経費の支出について２／２
32,400

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 第70回指定都市学校保健協議会参加にかかる出張経費の支出について１／２
35,280

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバー制度にかかる業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式長期借入契約にかかる同経費の支出について（平成３１年４月分）
6,467

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【6月26日支払】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）新東淀中学校）
15,460

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【６月26日支払】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）歌島中学校）
14,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【６月26日支払】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）市岡東中学校）
1,200

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 役務費　通信運搬費 平成31年度大阪市インクルーシブ教育推進室向け通信サービスの提供業務委託契約の締結ならびに同経費の支出について（特別支援教育の充実）（5月分）
34,560

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 国際クラブ時間講師にかかる報償金の支出について（５月分　国際理解教育推進事業）
400,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成31年度近畿各府県・政令指定都市高等学校生徒指導担当指導主事連絡協議会への参加に係る出張にかかる経費の支出について
2,660

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式借入(長期継続契約）に係る経費の支出について〔68台　５月分〕
86,184

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型パソコン機器一式長期借入の実施にかかる経費の支出について〔8台　５月分〕
7,776

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式長期借入に係る契約の締結について（特別支援教育の充実）（5月分）
10,692

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 学校元気アップ地域本部事業用ノート型ＰＣ機器一式長期借入の実施及び同経費の支出について〔平成30年度契約　51台再リース　５月分〕
8,100

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式長期借入に係る契約の締結について（特別支援教育の充実）（4月分）
10,692

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 使用料及賃借料　使用料 デザイン教育研究所コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,154,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校工業科目実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
622,080
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教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 市立高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
222,480

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
808,920

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校実習用パソコン機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,816,344

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,335,852

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪ビジネスフロンティア高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
739,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 賃金　賃金 令和元年度幼稚園介助アルバイト（５月分）にかかる経費の支出について
2,481,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 【6月28日支払】令和元年度国際理解教育推進事業通訳指導者謝礼金（4,5月分）の支出について
1,093,275

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 【６月28日支払】看護師の学校行事参加にかかる経費の支出について（特別支援教育の充実（医療的ケアの必要な児童生徒への看護師配置）新北野中学校）
24,370

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成31年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　人権国際教育担当分)
45,939

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成31年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　高等学校教育担当分)
32,846

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成31年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　中学校教育担当分)
45,534

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 平成31年度指導部市内出張交通費の支出について(４月　学力向上グループ分)
19,050

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分）
2,705

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(６月分）
3,931

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 高等学校生徒支援事業介助補助員にかかる賃金の支出について（5月分）
85,770

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 工芸高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
668,520

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出につい
て（５月分） 655,128

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立西高等学校情報教育実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,246,428

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立住吉商業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再リース　５月分）
64,476

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 扇町総合高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入について（再リース　５月分）
76,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 中央高等学校学校管理システム機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
308,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料
大阪市立桜宮高等学校スポーツ情報処理教育用コンピュータ機器一式並びに生徒支援情報教育用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出につい
て（５月分） 4,212

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校情報教育用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（再リース　５月分）
50,328

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 咲くやこの花高等学校　学校管理システム用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再リース　５月分）
13,289

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立東淀工業高等学校情報教育用コンピュータ機器一式の長期借入にかかる経費の支出について〔1台　５月分〕
7,376

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 東高等学校CALL室用情報教育機器一式長期借入にかかる経費の支出について（再リース　５月分）
5,832

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立中央高等学校プログラミング実習用コンピュータ機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
697,140

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立扇町総合高等学校教育支援システム用コンピュータ機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
831,600

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 淀商業高等学校ボランティア科実習システム一式　長期借入及び同経費の支出について（再リース　５月分）
11,340

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 令和元年度 高校生海外修学旅行下見にかかる旅費の支出について（扇町総合高等学校　旅行会社支払分）
76,000

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　普通旅費 令和元年度健康教育・食育行政担当者連絡協議会参加にかかる出張経費の支出について
37,848

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　大阪市中学校春季総合体育大会会場使用に係る経費の支出について（体操）
102,580

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 使用料及賃借料　使用料 マイナンバー制度にかかる業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器一式長期借入契約にかかる同経費の支出について（令和元年５月分）
6,467

教育委員会事務局 教育活動支援担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 負担金、補助及交付金　会費 第70回指定都市学校保健協議会参加費の支出について
30,000

教育委員会事務局
中央図書館大阪市史
編纂所

令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 市史編纂所事務事業用コピー料金（５月分）の支出について
1,107

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　水道料金４月分の支出について
41,209

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　福島図書館　電気料金４月分（4月１日～３０日）の支出について
122,164

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（４月分）
245,548

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（４月分）
37,681

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　ガス料金４月分の支出について
36,817

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（４月分）
72,677

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立島之内図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について(４月分）
71,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東住吉図書館　電気料金５月分の支出について
114,822

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東住吉図書館　水道料金５月分の支出について
15,141

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（４月分）
54,432

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　都島図書館　水道・電気料金５月分の支出について
7,151

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　島之内図書館　電気・水道料金４月分の支出について
25,956
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住之江図書館　電気・水道料金４月分の支出について
59,877

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住之江図書館　電気・水道料金４月分の支出について
18,566

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　都島図書館　水道・電気料金５月分の支出について
125,082

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　北図書館　水道料金４月分の支出について
8,473

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　北図書館　電気料金４月分の支出について
122,355

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　島之内図書館　電気・水道料金４月分の支出について
84,940

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　清掃業務委託料分担金の支出について（４月分）
52,826

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　住之江図書館　ＡＥＤリース料にかかる分担金の支出について（５月分）
3,056

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　北図書館　一般・産業廃棄物処理業務経費分担金の支出について（４月分）
3,421

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　大正図書館　塵芥処理委託料分担金の支出について　（５月分）
2,776

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野複合施設　空気環境測定業務費用の分担金の支出について（４～５月分）
6,739

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　塵芥処理料分担金の支出について　（４月分）
1,531

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　貴重書庫燻蒸業務の実施と同経費の支出について
829,224

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（５月分）
44,505

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　換気扇　外２点買入について
30,996

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　照明器具　３種買入について
177,195

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　速乾性手指消毒剤　外４点買入について
85,957

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 一般維持管理用　平成３１年度切手の購入経費の支出について（その２）
3,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 甲種防火管理新規講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について（その３）
150

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立浪速図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
47,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立北図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
61,300

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東成図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
93,960

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立港図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
40,689

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
57,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
84,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立生野図書館　清掃業務委託（長期継続）経費の支出について（５月分）
101,295

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立大正図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
60,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東住吉図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
5,724

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
81,600

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西成図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
108,540

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
88,334

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立島之内図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
71,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
49,680

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西淀川図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
108,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用　大阪市立地域図書館自動体外式除細動器（AED）長期借入（長期継続）経費の支出について（５月分）
16,362

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理新規講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について（その３）
4,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 令和元年度　公共図書館部会第１回幹事会及び総会にかかる出張旅費の支出について
29,240

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　阿倍野図書館　電気・水道料金４月分の支出について
51,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　阿倍野図書館　電気・水道料金４月分の支出について
236,142

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　電気料金４月分の支出について
220,003

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東淀川図書館　水道料金５月分の支出について
22,446

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立平野図書館機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
8,100

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立都島図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
80,028

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館機械警備業務委託経費の支出について（５月分）
9,180

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　浪速図書館　電気料金５月分の支出について
121,569

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　天王寺図書館　電気料金５月分の支出について
94,598

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　平野図書館　電気料金５月分の支出について
203,294
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　淀川図書館　電気料金５月分の支出について
85,921

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立淀川図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について(５月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立天王寺図書館機械警備業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
6,048

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 一般維持管理用　中央図書館　送受信兼用ファクシミリ装置借入（再リース）経費の支出について（５月分）
10,692

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
2,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
1,868,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館自動車文庫車運行管理業務委託経費の支出について（５月分）
557,280

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
20,250

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立天王寺図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
5,940

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立島之内図書館　一般廃棄物収集運搬処理業務委託の実施と同経費の支出について（５月分）
2,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館常駐警備業務委託経費の支出について（５月分）
610,794

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　西成図書館　電気・水道料金４月分の支出について
116,909

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　此花図書館　電気・水道料金４月分の支出について
6,996

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東成図書館　電気代５月分、水道代５月分の支出について
23,176

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東成図書館　電気代５月分、水道代５月分の支出について
200,040

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　此花図書館　電気・水道料金４月分の支出について
39,120

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　西成図書館　電気・水道料金４月分の支出について
9,222

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立住之江図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
65,880

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立福島図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
70,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立旭図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
90,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　旭図書館　空調設備業務委託料分担金の支出について（５月分）
55,080

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　大阪市立中央図書館　空調用フィルター買入の実施と同経費の支出について
1,296,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　住吉図書館　電気料金５月分の支出について
183,479

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　東淀川図書館　電気料金５月分の支出について
160,950

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 一般維持管理用　中央図書館コピー代金（５月分）の支出について
24,876

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立中央図書館窓口等業務委託　長期継続　経費の支出について（５月分）
13,770,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（阿倍野図書館外４館）長期継続（その２）経費の支出について（５月分）
9,115,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立西淀川図書館外４館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
6,759,801

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　清掃業務委託料分担金の支出について（５月分）
52,826

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　分担金 一般維持管理用　阿倍野図書館　塵芥処理料分担金の支出について　（５月分）
1,531

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　産業廃棄物収集運搬処理業務委託経費の支出について（５月分）
69,984

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立東淀川図書館外３館窓口等業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
6,134,400

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（旭図書館外３館）長期継続（その２）経費の支出について（５月分）
7,884,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館窓口等業務委託（平野図書館外４館）長期継続（その２）経費の支出について（５月分）
8,669,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費
令和元年度国立国会図書館長と都道府県立及び政令指定都市立図書館長との懇談会ならびに全国公共図書館協議会総会及び研究集会にかかる出張旅費の
支出について 37,940

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 甲種防火管理新規講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について（その４）
150

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　手数料 甲種防火管理再講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について（その５）
150

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分）
155,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立鶴見図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
155,520

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立此花図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（４月分）
65,664

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立図書館図書等逓送業務委託　長期継続　経費の支出について（５月分）
2,243,160

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市立此花図書館　清掃業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
65,664

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理再講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について（その５）
4,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理新規講習受講にかかる受講費と払込手数料の支出について（その４）
8,000

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 北図書館　小型ガス瞬間湯沸器　買入について
45,576

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（５月分）
75,249

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（５月分）
268,312
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教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　旭図書館　水道、ガス、電気使用料の支出について（５月分）
82,860

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務委託の実施と同経費の支出について（４月分）
826,200

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 大阪市立中央図書館　自動制御設備保守点検業務委託の実施と同経費の支出について
368,280

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（平成３１年４月分）の支払いについて
108,547

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
30,252

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館　電気・水道料金５月分の支出について
16,483

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　大正図書館　電気・水道料金５月分の支出について
81,531

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　水道料金５月分の支出について
53,731

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　福島図書館　電気料金５月分の支出について
122,788

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　ガス料金５月分の支出について
58,046

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 一般維持管理用　鶴見図書館　電気料金５月分の支出について
259,678

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
242

教育委員会事務局 中央図書館総務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東住吉図書館　閲覧室空調機整備業務請負の実施及び同経費の支出について
810,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月03日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 平成31年度障がい者サービス事業用郵送貸出用切手の購入経費の支出について
98,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 地域館事業用色上質紙Ａ4中厚口Ｙ目の購入経費の支出について
354,348

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 学校図書館活用推進事業用補助員への至急連絡用切手の購入について
52,052

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月14日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 平成31年度子ども読書の日記念事業にかかる講師謝礼金の支出について（その2）
168,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 障がい者サービス事業用対面朗読サービス（5月）の協力者謝礼金の支出について
209,000

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立福島図書館ほか５館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（５月分）
32,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月19日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立中央図書館（４フロア分）公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（５月分）
21,600

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 サービス事業用後納郵便料の支出について（５月中央図書館）
78,678

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 地域館事業用後納郵便料の支出について（５月地域図書館）
14,446

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダ―機器再借入経費の支出について（４月分）
86,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 サービス事業用マイクロフィルムリーダ―機器再借入経費の支出について（５月分）
86,400

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　機械器具費 地域館事業用入館者カウンターの購入経費の支出について
333,720

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市立都島図書館外6館公衆無線ＬＡＮサービス経費の支出について（５月分）
83,160

教育委員会事務局
中央図書館利用サービ
ス担当

令和元年06月28日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 負担金、補助及交付金　会費 サピエ研修会参加費の支出について
3,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月04日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用日本工業規格追録買入経費の支出について（4月分）
56,570

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（4月分その2）
449,299

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月06日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（4月分その2）
3,305,919

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 西淀川図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
224,891

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用欧米諸国等雑誌買入経費の支出について(4月分)
23,547

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 旭図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
249,790

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外3館閲覧用中国語雑誌買入経費の支出について（4月分）
46,020

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用外国雑誌「Ebony」外1誌買入経費の支出について（4月分）
1,728

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用アジア諸国新聞・雑誌買入経費の支出について（4月分）
37,917

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用南米雑誌買入経費の支出について（4月分）
16,586

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 東淀川図書館外3館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
190,450

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用法規類追録(「判例体系 知的財産権法」外2タイトル)買入経費の支出について（4月分）
35,485

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外1館閲覧用法規類追録(「現行日本法規」外10タイトル)買入経費の支出について（4月分）
117,592

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
251,716

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
236,230

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
243,459

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 東淀川図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
1,500,412

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 阿倍野図書館外4館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
1,551,214

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月07日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 旭図書館外3館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について(4月分)
1,455,992

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 平野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
257,884
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教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月10日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 阿倍野図書館外4館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
254,817

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月11日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館外2館閲覧用ハングル雑誌買入経費の支出について（4月分）
47,480

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月13日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　消耗品費 中央図書館閲覧用雑誌買入経費の支出について（4月分）
847,221

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 図書館資料装備業務委託経費の支出について（4月分）
849,100

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館外15館閲覧用図書「2019年度知識ライブラリー」外3セット買入経費の支出について
432,151

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 委託料　委託料 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（5月分その1）
281,388

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 備品購入費　図書購入費 中央図書館閲覧用図書買入及び装備業務委託経費の支出について（5月分その1）
2,069,104

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用商用データベース「JapanKnowledge」(ジャパンナレッジLib)使用料の支出について(令和元年6月分)
101,925

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立図書館情報ネットワークシステム事業用ファイアウォール機器及び音声応答装置長期借入経費の支出について（２０１９年５月分）
383,616

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用サーバ機器等長期借入（再リース）経費の支出について（２０１９年５月分）
3,488,616

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月24日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 使用料及賃借料　使用料 図書館情報ネットワークシステム事業用クライアント機器等長期借入（再リース）経費の支出について（２０１９年５月分）
2,592,000

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月25日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(auKDDI令和元年5月分)
13,280

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける通信サービス提供（再契約）の実施ならびに同所要経費の支出について（令和元年5月分）
475,740

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(楽天モバイル令和元年5月分)
3,200

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 大阪市図書館情報ネットワークシステムにおける市民利用通信サービス提供の実施ならびに同所要経費の支出について（令和元年5月分）
179,820

教育委員会事務局
中央図書館企画・情報
担当

令和元年06月26日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 役務費　通信運搬費 図書館情報ネットワークシステム事業用携帯電話使用料の支出について(ソフトバンク令和元年5月分)
1,334

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　手数料 簡易専用水道の提出書類検査の申し込み並びにこれにかかる手数料の支出について
3,240

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度教職員地域研修（西ブロック）３区（西成・住吉・住之江区）合同人権教育講演会Ⅰの実施にかかる使用料の経費の支出について
18,400

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教職経験者研修用　「マークシート」買入及び経費の支出について
34,560

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費
平成31年度全国教育研究所連盟総会・研究発表大会及び都道府県指定都市教育センター所長協議会総会・研究協議会（徳島大会）参加にかかる経費の支出
について 6,000

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学校活性化推進事業「がんばる先生支援」「大阪市教員英語教育指導法海外研修Ｂ（カナダ）」英語力判定テスト作成・実施・採点に係る経費の支出について
93,960

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金
学校活性化推進事業「がんばる先生支援」「大阪市教員英語教育指導法海外研修Ａ（オーストラリア）」英語力判定テスト作成・実施・採点に係る経費の支出につ
いて 113,060

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　建物修繕料 大阪市教育センター吸収式冷温水機の熱交換器内部のスケール除去修繕請負の実施及び同所要経費の支出について
324,000

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 教育センターにおける一般維持管理用切手の購入及び経費の支出について
5,000

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,041

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度教職員地域研修（福島区・北区合同人権教育講演会）の実施にかかる使用料の経費の支出について
17,850

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター清掃業務委託（長期継続）令和元年5月実施分の経費支出について
540,000

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成31年度5年次教員研修１にかかる講師謝礼等経費の支出について
33,170

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成31年度中堅教員研修１にかかる講師謝礼等経費の支出について
46,340

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「第６９回指定都市教育研究所連盟総会・研究協議会」への参加及び旅費の支出について
90,660

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「指定都市教育研究所連盟　第１９次共同研究・第３回担当者会議」への参加及び旅費の支出について
56,700

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用出張交通費の支出について（平成３１年４月追加分）
3,470

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 一般維持管理用　大阪市教育センター機械警備業務委託(長期継続）の令和元年5月分経費の支出について
7,344

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 教育センター研修申込用サーバ機器一式　長期借入（再リース）の経費の支出について（令和元年５月）
3,510

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度近畿地区教育研究（修）所連盟分担金の納入について
20,000

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度教職員地域研修（平野区人権教育講演会）の実施にかかる使用料の経費の支出について
19,450

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「２０１９年度都道府県著作権事務担当者講習会」への参加にかかる旅費の支出について
28,100

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費
「平成３１年度全国教育研究所連盟総会・研究発表大会」「都道府県指定都市教育センター所長協議会総会・研究協議会（徳島大会）」への参加にかかる旅費の
支出について 13,840

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 大阪市教育センター内空気清浄機保守点検業務委託費（平成３１年４月～令和元年５月分）の支出について
17,280

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度教職員地域研修（鶴見区人権教育講演会）の実施にかかる使用料の経費の支出について
20,950

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費
「平成３１年度全国教育研究所連盟総会・研究発表大会」「都道府県指定都市教育センター所長協議会総会・研究協議会（徳島大会）」への参加にかかる旅費の
支出について 14,300

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 図書室用コピー代金（令和元年５月分）の支出について
26,938

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 研修事業用コピー代金（令和元年５月分）の支出について
184,263

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 教育センターの機能充実用　「印刷機用インク等４点」買入及び経費の支出について
349,596

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 管理事務用コピー代金（令和元年５月分）の支出について
5,048

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　光熱水費 教育センター電気料金（令和元年5月分）の支出について
599,834

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（淀川区人権教育講演会）にかかる講師謝礼等経費の支出について
9,040
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教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（城東区人権教育講演会）にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,960

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（４ブロック合同）にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,000

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ２０１９年度大阪市人権・同和教育研究大会参加にかかる経費の支出について
6,000

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 ファンVベルト4点買入経費の支出について
17,712

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（福島区・北区合同人権教育講演会）にかかる講師謝礼等経費の支出について
6,860

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（中央区人権教育講演会）にかかる講師謝礼等経費の支出について
11,540

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 中学校生活指導新任教員研修にかかる講師謝礼等経費の支出ついて
11,260

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成31年度道徳教育推進教師研修１にかかる講師謝礼等経費の支出について
29,240

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 小学校国語科研修にかかる講師謝礼等経費の支出について
14,760

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 平成31年度情報モラル教育研修にかかる講師謝礼等経費の支出について
16,380

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報償費　報償金 令和元年度高等学校新任教員研修４にかかる講師謝礼等経費の支出について
19,120

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度指定都市教育研究所連盟負担金の納入について
22,000

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（北ブロック人権教育講演会）にかかる講師謝礼等経費の支出について
9,140

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（平野区人権教育講演会）にかかる講師謝礼等経費の支出について
13,620

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（４ブロック合同）にかかる講師謝礼等経費の支出について
8,660

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（南ブロック）にかかる講師謝礼等経費の支出について
7,280

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 令和元年度教職員地域研修（鶴見区人権教育講演会）にかかる講師謝礼等経費の支出について
9,860

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費（令和元年５月分）の支出について
17,250

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費（令和元年５月分）の支出について
99,020

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費（令和元年５月分）の支出について
39,060

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費（令和元年５月分）の支出について
26,170

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和元年５月分）
2,110

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成３１年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会」への参加にかかる旅費の支出について
37,460

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成３１年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会」への参加にかかる旅費の支出について
86,700

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成３１年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会」への参加にかかる旅費の支出について
56,860

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 「平成３１年度小学校及び中学校各教科等担当指導主事連絡協議会」への参加にかかる旅費の支出について
37,460

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和元年５月分）
34,210

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和元年５月分）
39,270

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　普通旅費 研究事業用市内出張交通費等の支出について（令和元年５月分）
56,780

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 需用費　消耗品費 はしご兼用脚立（アルミ製）買入に伴う経費の支出について
17,172

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 「Waku×2.com-bee」ポータルサイト機能サービス業務委託長期継続の経費の支出について（令和元年５月）
1,308,295

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費（令和元年５月分）の支出について
54,220

教育委員会事務局 管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 嘱託職員　出張交通費（令和元年５月分）の支出について
48,230

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,880

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 奨学費・特別支援教育就学奨励費システム用　管理システムサーバー装置等長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
38,664

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 業務用ゴム印買入れ及び同経費の支出について
5,853

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度学校経営管理センターエレベータ保守点検業務委託及び同経費の支出について（５月分）
25,920

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 管理用複写機に係るコピー代金の支出について（５月分）
26,797

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター事務用ファクシミリ装置長期借入及び同経費の支出について（令和元年5月分）
10,584

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 事務管理用郵便料金の経費支出について（５月分）
21,307

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 奨学費用郵便料金等の経費支出について（５月分）
24,562

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 需用費　消耗品費 製本ラベル外１点買入及び同経費の支出について
20,455

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 就学援助用郵便料金等の経費支出について（５月分）
949,166

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（５月分）
1,097

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（５月分）
5,400

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（５月分）
3,949

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 学校経営管理センター職員用市内出張交通費の支出について（５月分）
73,227
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教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター清掃業務委託契約の締結並びに同所要経費の支出について（５月分）
68,800

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（４月分・５月分）
7,695

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代（メンバーズネット）にかかる経費支出について（５月分）
8,741

教育委員会事務局 事務管理担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学校経営管理センター用電話代にかかる経費支出について（５月分）
114,748

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）４月分
10,800

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）４月分
32,400

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 法的措置用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
253,400

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　手数料 法的措置用郵便切手等の購入及び同経費の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　筆耕翻訳料 学校事務職員向け「平成31年度 教育予算等説明会」開催に伴う手話通訳者の配置にかかる経費の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム用生徒口座データ入力業務委託（概算契約）にかかる支出について
337,800

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム用生徒口座データ入力業務委託（概算契約）にかかる支出について
99,358

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度　学校徴収金システム及び学校給食費システム用生徒口座データ入力業務委託（概算契約）にかかる支出について
13,481

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）５月分
10,800

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 大阪市立小学校、中学校、高等学校及び幼稚園の動物死体処分業務委託経費の支出について（単価契約）５月分
10,800

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 学務担当（未収金グループ）用郵便料金の経費支出について（５月分）
29,726

教育委員会事務局 学務担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度　大阪府高等学校野球連盟加盟金にかかる経費支出について
300,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター教職員勤務情報システムサーバ関係機器等　再借入（長期継続）にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
289,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
945,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター教職員勤務情報システムサーバ関係機器等　再借入（長期継続）にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
289,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
4,555,798

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（６月支給分）
237,375,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用　使用料の支出について（平成31年４月分）
540

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 校園ネットワークシステム用　使用料の支出について（平成31年４月分）
609

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム等ハウジングサービス業務委託長期継続にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
2,106,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 教育ICTビジョン策定ワーキンググループ作業部会の実施にかかる報償金の支出について
31,790

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報償費　報償金 次世代学校支援事業第１回事業会議の開催にかかる報償金の支出について
31,650

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 失業者の退職手当の支出について
789,084

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
6,586,389

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成３１年４月分）
10,102,320

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　給料 令和元年６月給与の支給について
14,018,769

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 給料　教員給 令和元年６月給与の支給について
103,317,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月給与の支給について
1,742,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月給与の支給について
19,547,116

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月給与の支給について
3,055,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月給与の支給について
58,426

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月給与の支給について
918,416

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月給与の支給について
3,442,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和元年６月給与の支給について
809,345

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月報酬の支出について
12,962,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月報酬の支出について
351,129

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム運用保守業務委託の経費の支出について（平成３１年４月分）
38,021,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月報酬の支出について
19,796,290

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和元年６月報酬の支出について
1,123,206

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月報酬の支出について
812,240

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 旅費　費用弁償 令和元年６月報酬の支出について
79,740

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　給料 令和元年６月給与の支給について
360,101,947

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 給料　教員給 令和元年６月給与の支給について
2,388,409,492
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月給与の支給について
57,366,291

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月給与の支給について
455,495,299

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月給与の支給について
38,026,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月給与の支給について
3,834,841

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月給与の支給について
22,753,372

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月給与の支給について
2,305,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月給与の支給について
70,340,680

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和元年６月給与の支給について
35,406,397

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月給与の支給について
183,185

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月報酬の支出について
33,719,870

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 令和元年６月特別教育支援サポーターにかかる賃金の支出について
26,816,987

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 賃金　賃金 令和元年６月アルバイト賃金の支出について
7,850,999

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和元年６月報酬の支出について
1,526,660

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　給料 令和元年６月給与の支給について
107,812,068

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 給料　教員給 令和元年６月給与の支給について
1,336,276,121

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月給与の支給について
32,460,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月給与の支給について
239,438,305

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月給与の支給について
18,191,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月給与の支給について
3,016,482

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月給与の支給について
10,860,972

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月給与の支給について
65,431,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月給与の支給について
36,375,174

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和元年６月給与の支給について
20,102,285

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月給与の支給について
1,559,704

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月報酬の支出について
12,087,200

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 令和元年６月アルバイト賃金の支出について
1,650,205

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 賃金　賃金 令和元年６月特別教育支援サポーターにかかる賃金の支出について
6,642,683

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和元年６月報酬の支出について
899,220

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　給料 令和元年６月給与の支給について
31,673,107

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 給料　教員給 令和元年６月給与の支給について
412,410,228

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月給与の支給について
10,498,547

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月給与の支給について
73,313,981

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月給与の支給について
2,859,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月給与の支給について
1,763,142

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月給与の支給について
2,557,470

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　産業教育手当 令和元年６月給与の支給について
5,286,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　定時制教育手当 令和元年６月給与の支給について
4,073,100

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月給与の支給について
10,390,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月給与の支給について
9,325,500

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　義務教育等教員特別手当 令和元年６月給与の支給について
6,204,916

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月給与の支給について
7,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月報酬の支出について
20,930,300

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 賃金　賃金 令和元年６月アルバイト賃金の支出について
3,018,403

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　費用弁償 令和元年６月報酬の支出について
1,862,391

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
945,569

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
15,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,625
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター教職員勤務情報システムサーバ関係機器等　再借入（長期継続）にかかる経費の支出について（５月分）
289,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会教職員情報システム（教職員人事・給与システム）再構築業務委託経費の支出について（５月分）
8,794,846

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 平成３１年度システム用バックアップ媒体外部保管及び集配業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（５月分）
15,120

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会　統合認証システム構築業務委託にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,501,469

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 統合認証システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
357,048

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
428,025

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,555,798

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システム用サーバ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,546,128

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システムマイナンバー管理用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
29,927

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター教職員勤務情報システムサーバ関係機器等　再借入（長期継続）にかかる経費の支出について（５月分）
289,818

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 統合認証システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,022,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
8,306,793

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育センター教職員研修用パソコン実習室機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
153,360

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業に伴うＰｒｏｘｙサーバ長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
502,416

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校外２校画像転送装置　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,564

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校画像転送装置　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
16,283

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
2,886,840

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
4,050

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
2,694,268

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　堀江小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,754

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
2,732,486

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
6,772,254

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　梅南津守小学校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,620

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３２校追加校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
104,669

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
3,511,343

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
407,847

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,138,580

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
51,251

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
71,564

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（５月分）
7,794,844

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、高等学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,574,973

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,843,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（H29増学級分）機器一式　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（５月分）
181,026

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,325,306

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（５月分）
226,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立天王寺小学校外２校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
20,088

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３８校画像転送装置　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
222,672

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,159,651

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（５月分）
861,880

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（５月分）
4,157,757

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（５月分）
101,805

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
7,267,347

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,232,769

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（増学級分）等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
141,258

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,239,909

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
2,948,198

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
90,134
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
934,244

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　画像転送装置　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
33,330

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,593,648

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
2,519,929

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,608,217

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
6,862,824

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,764,621

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,262,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　画像転送装置　長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
591,988

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
3,382,246

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,497,736

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,655,503

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
26,509

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３２校追加校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
42,643

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（増学級分）等機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
46,230

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-西ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
713,626

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
1,979,945

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　画像転送装置　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
11,457

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,443,420

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（南ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,610,594

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　画像転送装置　長期借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
293,558

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式（咲くやこの花中学校追加分）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
6,264

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（北ブロック）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,745,936

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
156,879

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（南ブロック）（その２）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
1,821,658

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（北ブロック）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
2,309,372

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　大東小学校外３８校画像転送装置　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
97,062

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-北ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
896,559

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ通信機器長期借入にかかる経費支出について（５月分）
396,968

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校外５校　校内ＬＡＮ通信機器　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
23,854

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　咲洲みなみ小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
885,394

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）長期借入にかかる経費支出について（５月分）
1,259,965

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　タブレット端末等機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,201,096

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 　教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,479,816

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校タブレット端末等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
722,681

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校及び中学校新規モデル校校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式長期借入にかかる経費支出について（５月分）
56,220

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
120,273

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　校内ＬＡＮサーバ長期借入にかかる経費支出について（５月分）
1,865,295

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（北ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
2,394,097

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 教育用コンピュータ機器一式　長期借入（２７-南ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
1,262,196

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 授業用パソコン長期借入にかかる経費支出について（５月分）
3,258,578

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校教育ＩＣＴ活用事業　日本橋小中一貫校及び梅南津守小学校画像転送装置　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
10,177

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式（西ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
156,859

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（西ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
2,293,042

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 電子教材活用環境整備事業　授業用パソコン（H29増学級分）機器一式　長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（５月分）
7,758

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校内ＬＡＮ用ネットワークスイッチ等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
470,386

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（５月分）
100,348
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 専門高校　情報処理教育用電子計算機組織一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
393,687

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、高等学校教育用コンピュータ機器一式（東ブロック）　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
310,867

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立小学校、中学校及び高等学校教育用コンピュータ機器一式長期借入（東ブロック）にかかる経費支出について（５月分）
160,380

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 光回線用学校設置ルータ装置等機器一式借入（長期継続）にかかる経費支出について（５月分）
14,666

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 高等学校　校内ＬＡＮ用パソコン機器一式　長期借入にかかる経費支出について（５月分）
706,536

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 次世代学校モデル構築事業にかかるキックオフ会議実施にかかる市内出張交通費の支出について
1,760

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会eLTAX用パソコン等機器一式長期借入及び同経費の支出について（５月分）
6,804

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 職員手当等　児童手当 教職員児童手当の支出について（６月７日再支出分）
365,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 委託料　委託料 学校教育ICT活用事業　大阪市立小学校英語教育プログラム「DREAMパッケージ」インストール作業の実施にかかる経費の支出について
764,640

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月期末勤勉手当の支出について
319,373,236

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月期末勤勉手当分）の支出について
43,888,770

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月分）の支出について
19,362,506

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
237,266

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
477,759

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　退職手当 教職員の退職手当の支出について
3,599,720

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 役務費　通信運搬費 平成３１年度　学校経営管理センター校務支援システム用ハウジングサービス使用料の経費支出について（令和元年５月分）
112,320

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム等ハウジングサービス業務委託長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,106,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校務支援システム運用保守業務委託の経費の支出について（令和元年５月分）
38,021,400

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
445,990

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 統合認証システムハウジングサービス業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
206,280

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 人事異動に伴う校務支援パソコン移設作業業務委託（グループ４）の実施並びに同経費の支出について
1,566,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 大阪市教育委員会事務局教育情報ネットワーク統合用回線認証サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
33,228

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
153,104

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置再借入の実施並びに同経費の支出について（令和元年５月分）
183,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 人事異動に伴う校務支援パソコン移設作業業務委託（グループ１・２・３・６）の実施並びに同経費の支出について
3,058,344

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,462,734

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 委託料　委託料 教職員情報システムハウジングサービス業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
514,080

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワーク業務システム用校園端末装置等（校長室等）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
747,508

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用サーバ機器等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
10,102,320

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用校園端末装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
4,958,961

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 校園ネットワークシステム用サーバ装置等一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
909,950

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校園ネットワークシステム用ルータ装置再借入の実施並びに同経費の支出について（令和元年５月分）
183,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 大阪市教育委員会事務局教育情報ネットワーク統合用回線認証サーバ装置等長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
280,728

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 役務費　通信運搬費 情報教育推進事業用インターネット・ハウジング回線使用料の経費支出について（５月分）
182,520

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
50,443,865

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月期末勤勉手当の支出について
7,295,334,879

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月期末勤勉手当分）の支出について
1,241,432,507

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月分）の支出について
574,529,778

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,497,823

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（高速同軸通信方式　東・西・南ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
275,184

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
19,815,814

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,553,458

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業　マイクロソフトＥＥＳ契約（Windows）ライセンス取得・管理等業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（５月分）
1,659,951

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,698,197

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（５月分）
613,314

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,159,012

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,658,756
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教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,494,920

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,962,460

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式　再借入（グループ６）－２にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
109,816

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,870,429

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,624,735

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,704,362

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月期末勤勉手当の支出について
3,869,693,609

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月分）の支出について
307,751,544

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月期末勤勉手当分）の支出について
656,746,800

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業「ファイル暗号化機能」サービス業務委託　長期継続にかかる経費支出について（５月分）
276,097

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
956,983

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
849,004

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
697,184

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業タブレット端末 サービスデスク・基盤・資産管理等サービス業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
8,920,521

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
809,219

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 学校教育ＩＣＴ活用事業　マイクロソフトＥＥＳ契約（Windows）ライセンス取得・管理等業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（５月分）
880,209

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
893,293

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（高速同軸通信方式　東・西・南ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
21,168

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ１）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,888,178

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ４）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,084,350

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 学校経営管理センター校務支援システム用学校端末装置等一式　再借入（グループ６）－２にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
60,861

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ２）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,981,011

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ３）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,232,960

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ５）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,626,762

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月期末勤勉手当の支出について
1,181,029,086

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月分）の支出について
90,246,634

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 共済費　公立学校共済組合負担金 公立学校共済組合負担金（６月期末勤勉手当分）の支出について
189,561,664

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
1,294,250

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校内情報通信網保守業務委託（電力線通信方式　南ブロック）にかかる経費の支出について（５月分）
54,000

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校務支援システム用学校端末装置等一式（グループ６）長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
3,019,918

教育委員会事務局 給与・システム担当 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 使用料及賃借料　使用料 教職員情報システムサーバ機器等　追加借入（長期継続）にかかる経費の支出について（５月分）
107,226

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外　購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花苗　外　の購入の支出について
11,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 裁断機　の購入の支出について
14,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 野菜の土他購入の支出について
12,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 へちまの苗　他　購入の支出について
27,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　他　購入の支出について
23,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルファベットカード外購入の支出について
337,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸水槽ほか購入の支出について
180,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 いんげん豆の種　外購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール　外　購入の支出について
178,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４年上」ほかの支出について
242,447

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダストカート他購入の支出について
10,908

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス小型湯沸かし器　購入の支出について
138,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーコンプレッサー　外購入の支出について
30,628
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙購入の支出について
86,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなのうた」外購入の支出について
45,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
123,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外購入の支出について
69,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　外　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシート　外　購入の支出について
10,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペゴニア苗外購入の支出について
75,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰ福杓子　外　購入の支出について
243,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体酸素ボンベ他４７点購入の支出について
274,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　外購入の支出について
110,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　購入の支出について
46,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙Ａ４外購入の支出について
50,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドフリーポンポン　購入の支出について
21,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
197,563

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
106,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　他　購入の支出について
341,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
83,538

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロレーザープリンター用トナー　購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
40,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 逆上がり補助器外購入の支出について
108,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用シール　外購入の支出について
60,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ファイル　外購入の支出について
60,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒマワリの種外購入の支出について
113,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
26,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テレホンスタンド　外購入の支出について
174,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボールほか購入の支出について
82,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液外購入の支出について
27,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋外購入の支出について
55,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 なすびの苗　外購入の支出について
36,514

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー外　購入の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きゅうりの苗　外　購入の支出について
6,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国旗掲揚伸縮ポール外購入の支出について
23,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新しい国語二上　教師用指導書外購入の支出について
255,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大旗購入の支出について
21,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる培養土　外の購入（６／３）の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用冷却シート外購入の支出について
96,138

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入の支出について
6,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
310,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール　外購入の支出について
143,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材　購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「たのしいたいいく」　購入の支出について
128,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用具　外購入の支出について
22,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ざる外購入の支出について
43,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニホウキ　外購入の支出について
169,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 録音用ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
19,807

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に伴う　苗　外　購入（６／３）の支出について
2,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マーチングドラム外購入の支出について
216,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理バット蓋購入の支出について
55,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
13,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 超軽量紙粘土他購入の支出について
88,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外　購入の支出について
21,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗外購入の支出について
31,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さつまいも苗　外　購入の支出について
23,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」外　購入の支出について
290,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター　購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
66,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　外購入の支出について
59,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動サンダ－　他購入の支出について
63,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更衣用ロッカー　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
55,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニガウリの苗　外　購入の支出について
4,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインク　外　購入の支出について
238,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルバム外購入の支出について
33,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸ネット　外購入の支出について
27,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
57,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわり（種）他　購入の支出について
47,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さつまいも苗外購入の支出について
9,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　他　購入の支出について
95,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき外８点購入の支出について
99,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「私たちの大阪３・４年上」外購入の支出について
105,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
42,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サルビア苗外購入の支出について
32,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる経費（６／３）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
99,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バトン　外　購入の支出について
17,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 熱中症指数標計　購入の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視聴覚用ラインケーブル外購入の支出について
30,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用土粘土外購入の支出について
149,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木材　購入の支出について
19,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽外購入の支出について
41,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
110,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カート購入の支出について
45,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋳物コンロの購入の支出について
29,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業に伴う苗外購入（６／３）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室出入口扉補修工事の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 照明器具吊具取替補修工事の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 球根皮剥き機修理の支出について
17,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
52,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室蛇口漏水修理の支出について
20,736
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消毒保管庫修理の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 網戸張替補修の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
21,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学　児童の交通費（６／４）の支出について
3,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費６／４の支出について
5,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年生　校外学習にかかる交通費（６／４）の支出について
2,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費の支出について
27,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（６／４）の支出について
5,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外６／４の支出について
7,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
183,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費外６／４の支出について
21,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ホワイトボード　購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＰＰ福杓子　外　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 電子体温計　他　購入の支出について
135,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 逆上がり補助器外購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
41,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜苗　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜外購入の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書写用短冊　ほか　購入の支出について
53,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
56,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 最新家庭科デジタル素材集　外　購入の支出について
33,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学校給食用食缶の購入の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚付両面ホワイトボード購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　外　購入の支出について
79,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「体育実技」購入の支出について
99,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リングファイル　外購入の支出について
75,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂塗料　ほか購入の支出について
27,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イベント用絵具外購入の支出について
62,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トロフィー購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　外　購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 硝子管ヒューズ外購入の支出について
58,116

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
214,596

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 オオカナダモ　外購入の支出について
40,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
35,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用ＣＤ　外　購入の支出について
57,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書「中学生の道徳」１外購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
57,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンテナの購入の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成ソフト購入の支出について
30,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギアボックス外購入の支出について
51,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール外購入の支出について
271,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本地図パズル外購入の支出について
62,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートシール　外購入の支出について
56,105

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
94,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー　外　購入の支出について
122,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　購入の支出について
55,890
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けんネット　外　購入の支出について
124,727

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エンジン刈払機購入の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
145,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 弱酸性次亜塩素酸水　他　の購入の支出について
18,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
95,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる液肥ほか購入の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙（Ａ４判　１００枚入）外購入の支出について
54,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットカートリッジ外購入の支出について
154,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヒノキ集成材　購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
124,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル外購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
70,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　外　購入の支出について
229,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タンバリンの購入の支出について
31,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクシールド外購入の支出について
22,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日本国勢図会外購入の支出について
23,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土外購入の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カードケース　外　購入の支出について
75,394

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス破損入替え工事の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室排水管修繕工事の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入れ替え工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入れ替え工事の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリカン修理の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 ふれあい緑化活動業務委託（１回目／全３回）の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 部活動にかかる施設使用料（６／３）の支出について
24,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 携帯電話借り上げの支出について
20,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「名画の秘密シリーズ」全１０巻購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　買入の支出について
21,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ３級情報技術検定試験標準問題集　外　購入の支出について
11,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カホン　購入の支出について
21,162

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファッション工学科衣装制作材料（６／４）の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　購入の支出について
45,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 金盤　外７点購入の支出について
169,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テンキー付キーボード　購入の支出について
16,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プロテクティブケース　ほか　購入の支出について
160,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「解放の探究・微積分」ほか　購入の支出について
6,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外購入の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀外購入の支出について
102,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン石灰　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　ほか　購入の支出について
93,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 真鍮線他の購入の支出について
85,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子便所洗面器取替修繕工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール女子更衣室扉破損補修工事の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館４階教室漏水補修工事の支出について
199,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館３階西側女子便所洗面器排水管取替工事の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 体育館調光設備補修の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 植込み薬剤散布業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 今津運動場利用料６月分（６／３）の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室ブレーカー取替補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 一般電話設備取替補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 １階事務室倉庫漏水補修工事の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料用受水槽漏水補修工事の支出について
95,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電動シャッター電池取替補修工事の支出について
167,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 揚水ポンプ外取替補修工事の支出について
460,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 中央館給水管漏水補修工事の支出について
441,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館踊場はめ込みガラスブロック補修工事の支出について
565,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 サキソフォン　購入の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 草刈機　外　購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スポットクーラー購入の支出について
217,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集塵機　外　購入の支出について
72,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集塵機購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フィールドレコーダー　購入の支出について
68,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルカメラ　購入の支出について
49,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 包丁収納庫購入の支出について
138,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 低音オルガン購入の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレー支柱購入の支出について
95,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ソフトバレー・バドミントン支柱　購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月03日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルＰＡシステム　購入の支出について
102,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アルカリ乾電池外購入の支出について
25,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　分担金 テレビ共聴アンテナ使用分担金の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわり種子ほか購入の支出について
29,975

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「小学あたらしい体育１年」外　購入の支出について
158,895

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン　外購入の支出について
40,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
46,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用時計外購入の支出について
128,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土他購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジェンガ　外　購入の支出について
35,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 種　インゲン　外１８点購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる苗等の購入（６／４）の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼黒板　外　購入の支出について
140,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計　外購入の支出について
40,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い切り手袋　外　購入の支出について
50,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
12,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルピストル用フラッシュ外購入の支出について
35,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
155,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ他購入の支出について
12,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
119,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブル購入の支出について
35,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙（Ａ３対応）購入の支出について
68,580
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 氏名ゴム印　外　購入の支出について
96,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さつまいも苗　外の購入の支出について
33,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タライ　外２点購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤他購入の支出について
73,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他購入の支出について
77,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
249,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
19,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防藻剤外　購入の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻き尺　他　購入の支出について
75,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　他　購入の支出について
13,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子辞書外購入の支出について
279,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イメージドラム　購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外　購入の支出について
72,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポータブルＤＶＤドライブ購入の支出について
41,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
106,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布テープ式絆創膏　外購入の支出について
54,487

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかるゴーヤ苗外購入（６／４）の支出について
3,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　他　購入の支出について
39,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜の苗購入の支出について
25,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校用プレパラートセット外購入の支出について
29,979

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 診察用回転椅子外　購入の支出について
134,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
73,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ外購入の支出について
166,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
90,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
51,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
15,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
49,572

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消毒液他９点購入の支出について
23,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘチマ苗外購入の支出について
35,343

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダブルクリップ　他購入の支出について
78,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書指導書「３年上新しい国語」他の購入の支出について
147,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「たのしい　たいいく」外　購入の支出について
152,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　上」購入の支出について
11,951

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スイムキャップ　外購入の支出について
170,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フック　他購入の支出について
142,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーモテープ　外購入の支出について
154,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鋸替刃　外　購入の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニ雷管外の購入の支出について
35,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
51,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
147,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋外購入の支出について
47,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーケント紙購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歴史年表他の購入の支出について
260,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用白線材　購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
104,696
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外の購入の支出について
85,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
45,549

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
28,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップファイル外購入の支出について
46,410

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアワイパー　外　購入の支出について
16,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外　購入の支出について
121,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ他購入の支出について
32,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールパーテーション　購入の支出について
27,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天然ゴム手袋外購入の支出について
81,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掲示板　購入の支出について
18,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
53,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
221,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スティックのり外購入の支出について
55,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル購入の支出について
20,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアーポンプ　外購入の支出について
42,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ表示錠　外の購入の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかるアバシゴーヤ苗購入６／４の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットリングネット　外購入の支出について
184,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス外購入の支出について
74,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
45,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外購入の支出について
49,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわり種　外購入の支出について
32,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 墨汁　外　購入の支出について
48,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール　外　購入の支出について
78,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 組立用パイプ　外購入の支出について
45,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他の購入の支出について
397,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドブロック　他　購入の支出について
18,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脱脂綿　外購入の支出について
34,589

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
395,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バンダナ外　購入の支出について
37,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッチボール購入の支出について
41,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 コンサートバスドラム　修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
26,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（６／５）の支出について
18,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（６／５）の支出について
47,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年　大阪体験学習　参加児童交通費（６／５）の支出について
15,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場にがり散布業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「西遊記」公演業務委託の支出について
180,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞「宝島」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 デジタル一眼レフカメラ　購入の支出について
91,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ　購入の支出について
167,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外の購入の支出について
35,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティッシュ　外購入の支出について
20,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用リガチャー外　購入の支出について
60,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２人３脚テープ　外　購入の支出について
279,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タイルカーペット　購入の支出について
20,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プラカード購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス皿外購入の支出について
201,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト（洗えるフェルト）外購入の支出について
17,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀、他購入の支出について
37,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子辞書　外　購入の支出について
108,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗用仕立旗　購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ　外　購入の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン、他購入の支出について
48,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三角巾　外　購入の支出について
26,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
159,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アサガオ苗外購入の支出について
4,374

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊奉書　外　購入の支出について
45,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーファイル　購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 割りピン　外購入の支出について
52,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚外購入の支出について
17,733

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 記録タイマーテープ　ほか　購入の支出について
70,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 走行式噴霧器用ホイール　購入の支出について
10,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり外購入の支出について
166,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸外購入の支出について
92,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
40,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製レーキ外の購入の支出について
130,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーンの購入の支出について
38,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 洋紙やすり　外購入の支出について
36,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 墨液外購入の支出について
45,141

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル外購入の支出について
76,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板外購入の支出について
110,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用　原紙　購入の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はんだごて台、他　購入の支出について
100,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「ステップアップ中学体育２０１９」外購入の支出について
46,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 乾燥牛糞外購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館２年３組ガス漏れ補修工事の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 チューバの修理の支出について
32,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホールモップスペア　他　購入の支出について
38,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトル外購入の支出について
40,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 薬包紙外購入の支出について
15,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 文書保存箱　外購入の支出について
185,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 高校生よく出る一般常識問題集’２０年版他購入の支出について
28,739
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 間仕切り板　他　購入の支出について
105,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 砂箱外購入の支出について
123,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドラムカートリッジ　外　買入の支出について
258,593

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型ハイテーブル　購入の支出について
41,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　他購入の支出について
26,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 防球フェンス　購入の支出について
110,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具　外　購入の支出について
136,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
199,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 刈込鋏　外購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液外購入の支出について
6,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 腕章　外購入の支出について
63,747

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モニター　外購入の支出について
97,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用うちわ　購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　買入の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 新入生氏名ゴム印他購入の支出について
23,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 チョークケース外購入の支出について
38,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒氏名ゴム印　製造請負の支出について
26,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 駆虫剤外　購入の支出について
30,823

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 前期学級写真の現像・プリントの支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 給水管キャップ止め補修工事の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校説明会案内送付（６／４）にかかる送料の支出について
61,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 備蓄倉庫天井部漏水補修工事の支出について
216,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室排水管通管工事の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 緞帳吊りワイヤー他取替工事の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給湯管漏水補修工事の支出について
511,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室給水用止水栓補修工事の支出について
246,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ピッチングマシン　購入の支出について
251,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 耕運機購入の支出について
53,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンサートグロッケン購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 給食用配膳台購入の支出について
55,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 リヤカー　購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 耕うん機の購入の支出について
75,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ファイリングキャビネット　購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ノートパソコン購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オープンボックス購入の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
106,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テナーサックス　買入の支出について
185,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 家庭用ビデオカメラ購入の支出について
105,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月04日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コースロープ　購入の支出について
394,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリンターインクカートリッジの購入の支出について
60,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 野菜の苗外の購入の支出について
20,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 野菜苗他の購入の支出について
20,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 教員向け道徳研修会にかかる講師謝礼金の支出について
8,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ユニバーサルデザイン研修会にかかる講師謝礼の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 なにわ伝統野菜の学習にかかる講師謝礼金の支出について
9,160
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「命を守る学習」の指導にかかる講師謝礼金の支出について
14,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金（５／１３）の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 「算数指導法研修」講師謝礼金の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 書写指導にかかる報償金（４月分）の支出について
3,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート外購入の支出について
101,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 縞鋼板外購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アコーディオンケース他購入の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
80,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 １年カラーテスト国語外購入の支出について
201,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうせんか　苗　外購入の支出について
30,111

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふみきり板　外購入の支出について
214,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル長座体前屈計外購入の支出について
90,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー２００ｍｌ　他購入の支出について
69,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水温計外　購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 介護用担架　外　購入の支出について
30,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
19,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管外購入の支出について
30,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク外購入の支出について
23,005

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗購入（６／５）の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる花と野菜の土購入（６／５）の支出について
3,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業実施に伴う苗および肥料購入の支出について
4,029

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素ボンベ外購入の支出について
54,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運搬車購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機の購入の支出について
24,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
115,993

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 空気針　外購入の支出について
180,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外　購入の支出について
48,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ５年はじめてのクッキング体験にかかる材料費の支出について
16,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 肥料　購入の支出について
4,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
1,264,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掛時計　外　購入の支出について
30,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管購入の支出について
22,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル外購入の支出について
164,722

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
120,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット外購入の支出について
151,383

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌カラーざる外購入の支出について
215,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
177,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性ペン外購入の支出について
93,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ６０ｃｍ直線定規外購入の支出について
45,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレイ　購入の支出について
48,565

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タイムタイマー　外　購入の支出について
30,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
466,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ６年おいしい食事体験にかかる材料費（６／６）の支出について
11,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １Ｆ女子トイレ天井照明取替補修工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 フラッシュバルブ補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動裁断機修理の支出について
48,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 固定釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費及び参加者入場料の支出について
16,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／６）の支出について
12,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（６／６）の支出について
17,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる児童分交通費および入場料６／６の支出について
21,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費および入場料の支出について
13,832

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫リサイクル回収料・収集運搬料の支出について
1,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童交通費（６／６）の支出について
18,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
13,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年生　校外学習にかかる交通費および施設入場料の支出について
2,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
25,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫リサイクル回収料・収集運搬料の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 ラインテープ設置外業務委託の支出について
288,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年生　校外学習にかかる交通費および施設入場料の支出について
3,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
28,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費及び参加者入場料の支出について
13,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費および入場料の支出について
13,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる児童分交通費および入場料６／６の支出について
27,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 アコーディオンケース他購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入（６／５）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング学習ロボット　購入の支出について
46,569

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
568,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
42,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
396,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外　購入の支出について
60,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム　外購入の支出について
35,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 五線黒板購入の支出について
29,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオカセットレコーダー外購入の支出について
87,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外　購入の支出について
96,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二人三脚用ベルト　外　購入の支出について
158,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（もと鶴橋中学校・４月分）の支出について
126,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機　修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
73,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 職場体験事前打ち合わせにかかる参加生徒交通費の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫買替に伴うリサイクル回収料の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 グランドピアノ　運搬の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫買替に伴うリサイクル回収料の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 地域体験学習キムチ作り体験使用料（６／６）の支出について
88,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（４月分）の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（４月分）の支出について
91,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 社会人講師謝礼の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（４月分）の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（４月分）の支出について
167,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（４月分）の支出について
83,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 第１回国語科特別講義に係る講師料の支出について
38,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（４月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（４月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（５月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（４月分）の支出について
125,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（４月分）の支出について
130,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（５月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（４月分）の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（４月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
66,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
94,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー　外購入の支出について
46,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
46,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫　購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ごみ箱購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 Ｂｂトランペット　外購入の支出について
293,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コースロープ　購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー　購入の支出について
62,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷蔵庫の購入の支出について
51,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスアンプ購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
24,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園児用ひも付き下駄外購入の支出について
5,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　分担金 テレビ共聴アンテナ設備利用料の支出について
2,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用　土の購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外　購入の支出について
182,098

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ外　購入の支出について
31,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホテルパン外購入の支出について
25,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動場マット外　購入の支出について
192,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろ紙　外　購入の支出について
156,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム他購入の支出について
74,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドホン外購入の支出について
60,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳　廣あかつき　教科書　１年他購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　飛行船の旅　外　購入の支出について
113,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　算数３年上　外　購入の支出について
16,977

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 炭酸水　外　購入の支出について
123,233

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動丸ノコ　外購入の支出について
57,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用ワックス購入の支出について
31,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ハンマ用スコップ他の購入の支出について
72,684

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
200,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他２点購入の支出について
63,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書「小学社会５年」外購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道管染色液外購入の支出について
28,166
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドベル外購入の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上靴　外の購入の支出について
91,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
23,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・施設入場料の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 多様な体験活動にかかる児童交通費（６／７）の支出について
19,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生社会見学にかかる児童交通費　６月７日の支出について
18,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 演劇鑑賞会にかかる児童参加鑑賞料及び児童交通費の支出について
51,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費及び施設入場の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／７）の支出について
10,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 芸術鑑賞会にかかる児童参加費及び交通費の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
11,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費外（６／７）の支出について
5,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 演劇鑑賞会にかかる参加児童交通費他（６／７）の支出について
5,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費等（６／７）の支出について
15,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 平和体験学習にかかる児童交通費（６／７）の支出について
20,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年　社会見学にかかる児童交通費（６／７）の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機　家電リサイクル回収料の支出について
1,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
22,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 文楽鑑賞教室参加にかかる交通費（６／７）の支出について
21,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる交通費（６／７）の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学（６／７）交通費の支出について
10,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機　家電リサイクル回収料の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 演劇鑑賞会にかかる児童参加鑑賞料及び児童交通費の支出について
113,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 演劇鑑賞会にかかる参加児童交通費他（６／７）の支出について
40,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる参加児童交通費及び施設入場の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 芸術鑑賞会にかかる児童参加費及び交通費の支出について
152,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる参加児童交通費外（６／７）の支出について
15,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 蒲生野球場使用料（６／６）の支出について
6,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費等（６／７）の支出について
29,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・施設入場料の支出について
57,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる除草剤購入（６／６）の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業実施にかかる花と野菜の土の購入の支出について
4,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーネット交換コード　外の支出について
77,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトサンダー台外購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導者用デジタル教科書購入の支出について
20,865

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 空気入れ　他購入の支出について
34,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アンダーラップテープ　外購入の支出について
50,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 跳上式テーブル外購入の支出について
76,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
16,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
35,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加生徒交通費（６／７）の支出について
160,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 二年地域探訪にかかる参加生徒交通費（６／７）の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育大会実施に伴う施設等利用料（６／７）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ベルトサンダー台外購入の支出について
304,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デスクライトの購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
26,568
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードイレーザー　他　購入の支出について
39,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤ「高校生のための面接対策指導用」購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 棒ハンダ他の購入の支出について
33,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪城音楽堂舞台・リハーサル室使用料の支出について
29,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 刈払機　購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレー支柱　購入の支出について
145,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電子オルガン購入の支出について
161,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月06日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動ハンマ他の購入の支出について
189,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 液体消毒剤の購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 年少用ハサミ（５３本）購入の支出について
17,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ゴザシートの購入の支出について
23,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　の購入の支出について
12,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性塗料　購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
1,174,114

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化にかかる苗・資材の購入（６／７）の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛍光灯外購入の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレスホースリール購入の支出について
53,298

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド購入の支出について
108,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 目薬　外　購入の支出について
65,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダー外購入の支出について
138,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉　外の購入の支出について
159,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
365,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘチマの苗　購入の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニソフトバレーボール外購入の支出について
52,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ほうきの購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル購入の支出について
60,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール　外　購入の支出について
139,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
166,289

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
205,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
32,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
41,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗他購入の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 成型サンダル子ども用外購入の支出について
22,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロワ　外　購入の支出について
47,293

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディモップ他　購入の支出について
202,218

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包丁他購入の支出について
13,338

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 波板外購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドアクローザー外購入の支出について
92,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクアリウム用ＬＥＤ照明外購入の支出について
115,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーマグネット丸形　外　購入の支出について
126,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗　外　購入の支出について
10,227

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育観察ケース外購入の支出について
126,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化用ゴーヤ苗外購入（６／７）の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーフラッグ　外購入の支出について
129,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外購入の支出について
140,935
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
2,597,491

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習評価シールほか購入の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカースポンジボール　外　購入の支出について
176,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直線定規　外　購入の支出について
34,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪」外購入の支出について
245,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外の購入の支出について
135,429

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
36,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用シール外購入の支出について
146,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
135,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤外購入の支出について
177,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」購入の支出について
38,665

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 衣装ケース外購入の支出について
24,219

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サテンロール　購入の支出について
9,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 時計　外購入の支出について
85,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺外　購入の支出について
131,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 旗　購入の支出について
37,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
210,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーインク　外　の購入にかかる経費の支出について
55,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰（炭酸カルシウム）の購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「てのひらずかん」外購入の支出について
165,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｑ－Ｕアンケート用紙購入の支出について
98,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
150,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 枝豆の苗　外　購入の支出について
64,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルトマット購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　外　購入の支出について
136,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と球根の土　外　購入の支出について
62,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「あたらしい体育　１年」外　購入の支出について
88,605

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書・教師用教科書購入の支出について
35,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー　外購入の支出について
176,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「音楽ワーク」購入の支出について
40,068

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
69,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねんどほか　購入の支出について
84,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　外　購入の支出について
39,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラミネートフィルム外購入の支出について
74,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
35,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外購入の支出について
21,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ロボット・プログラミング教材購入の支出について
385,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 額用冷却材　外購入の支出について
67,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルホーキ外購入の支出について
54,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
61,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食缶用シール　外　購入の支出について
42,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカーペン外購入の支出について
180,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機購入の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス購入の支出について
99,360
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リストバンド購入の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンドミラー購入の支出について
40,716

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つや出しニス　他購入の支出について
143,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 知育ロボット　購入の支出について
143,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸用粘土　購入の支出について
9,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文字指導板外　購入の支出について
103,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 乾湿計　外　購入の支出について
83,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤外購入の支出について
38,037

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗外購入の支出について
31,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙　外購入の支出について
172,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
36,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 固形石けんほか購入の支出について
25,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペン外購入の支出について
141,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物凝固剤　外　購入の支出について
86,779

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学級用図書「小学国語辞典」　購入の支出について
49,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤ほか購入の支出について
105,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」外購入の支出について
82,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 科授業用「朝日ジュニア学習年鑑２０１９」　購入の支出について
14,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,110,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
13,079,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,638,787

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
12,041,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ漏水補修工事の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 職員室モニター付インターホン補修工事の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室シャッター補修工事の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ換気ベントキャップ外取替補修工事の支出について
44,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階女子トイレ用リモコンリレー取替補修の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
33,609

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
49,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯機修理の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ボイラー修理の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年体験活動にかかる参加児童交通費の支出について
33,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（６／１０）の支出について
8,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（６／１０）の支出について
15,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童交通費の支出について
32,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫引取収集運搬料金及びリサイクル料金の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫引取収集運搬料金及びリサイクル料金の支出について
4,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会（民族楽器演奏）公演業務委託の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞（オーケストラ鑑賞）公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤樹幹注入作業業務委託の支出について
45,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
46,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる自家用車通行料（６／８）の支出について
10,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 自然体験学習下見の自家用車通行料（６／９）の支出について
2,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（６／１０）の支出について
26,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学習評価シールほか購入の支出について
140,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ユニット型電子黒板　購入の支出について
396,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙雷管外購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子購入の支出について
21,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム印　外　購入の支出について
215,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー、外購入の支出について
17,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり購入の支出について
125,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 応急手当用傷あてパッド外購入の支出について
13,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 半紙外購入の支出について
88,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
116,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
338,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 藻類プレパラート外購入の支出について
63,741

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　中学体育実技　購入の支出について
115,364

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板化粧板　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子外購入の支出について
60,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「ビジュアル新しい体育実技」購入の支出について
107,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外購入の支出について
65,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻尺　外　購入の支出について
123,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
600,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 墨液外購入の支出について
10,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車　購入の支出について
108,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片手刈込鋏サック　外購入の支出について
58,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
81,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
79,617

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白ボール紙　外　購入の支出について
36,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電子体温計　外　購入の支出について
28,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
69,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テープカートリッジ外購入の支出について
52,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 移行期対応版数学指導書、外購入の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 単３電池　他　購入の支出について
67,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　外　購入の支出について
99,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
100,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
58,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペチュニア苗外購入の支出について
27,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館用樹脂ワックス外購入の支出について
134,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 衝立　外　購入の支出について
119,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 むかで用ロープ購入の支出について
23,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き１の製造請負の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイル　外　購入の支出について
90,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗用布　外　購入の支出について
42,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試料カップ　外購入の支出について
21,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学生の地理」外購入の支出について
16,811
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
1,293,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺し子針　外　購入の支出について
67,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 綿他購入の支出について
34,571

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル外購入の支出について
296,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角材　外購入の支出について
72,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　他　購入の支出について
48,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンタブレット購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 植木鉢　ほか購入の支出について
123,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 体育祭プログラム印刷の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,627,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,488,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル身長体重計の修理の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
31,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
27,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業業務委託の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布作業業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添教職員入場料（６／１１）の支出について
26,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科　４月分　モデル謝礼金の支出について
51,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
23,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
7,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー使用料（４月分）　　　　　　　　　の支出について
288,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用「進路指導テキスト・問題集」購入の支出について
18,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレット端末外購入の支出について
232,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンターインクカートリッジ　外購入の支出について
139,379

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘルメット　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用指導書「標準古典」外購入の支出について
126,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニット台　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　他購入の支出について
137,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土　外購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
63,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 膏型脱型剤購入の支出について
5,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮカード　ほか　購入の支出について
68,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドソープ　他購入の支出について
53,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル回転計外購入の支出について
268,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドルフィンフロート　購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス管　外購入の支出について
50,922

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語総合」外購入の支出について
70,749

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「産業社会と人間」購入の支出について
8,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー　ほか　購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用副教材「新訂総合国語便覧」ほか　購入の支出について
18,867

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
55,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 生徒個人写真データのシール印刷の支出について
34,050
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（４月分）　　　　　　　　　　の支出について
11,794,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動シールプレス　修理の支出について
6,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 拡大機修繕の支出について
115,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 跳び箱修理の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機　ほか　収集運搬・リサイクル料金の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機　ほか　収集運搬・リサイクル料金の支出について
9,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 タブレット端末外購入の支出について
101,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスシステム購入の支出について
50,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エレベーター棟屋上防水補修工事の支出について
297,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 外柵緊急処置工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 液晶プロジェクター取付工事の支出について
70,362

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テレビ　購入の支出について
132,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＣＤプレイヤー購入の支出について
47,729

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 耕うん機　購入の支出について
88,938

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 エンジンヘッジトリマ外１点の購入の支出について
95,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
61,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動洗濯機　ほか　購入の支出について
117,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
41,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
215,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
195,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター購入の支出について
284,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式ブロワ購入の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
85,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
5,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
8,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
2,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
7,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ４月分実習講師謝礼の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ４月分実習講師謝礼の支出について
8,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 特別講義にかかる講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 ４月分実習講師謝礼の支出について
17,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 報償費　報償金 眼科検診医師謝礼金の支出について
18,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 河内音頭の指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学力向上講演にかかる講師謝礼金の支出について
30,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育にかかるコリアタウン見学講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然学習・ビオトープ関連にかかる講師謝礼金の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然学習・ビオトープ関連にかかる講師謝礼金の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４年生そろばん指導　講師謝礼代の支出について
4,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ３年理科等授業にかかる講師謝礼金（４月）の支出について
55,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 河内音頭の指導にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 児童への多文化共生教育における講師謝礼金の支出について
31,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ活用授業にかかる講師謝礼金の支出について
10,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 課内実践（国際理解教育）にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化に伴う園芸用土の購入（６／１０）の支出について
7,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
319,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
112,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 豆球外の購入の支出について
35,964
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
206,295

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
220,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ざりがにのえさ外購入の支出について
22,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板　外　購入の支出について
43,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール　他　購入の支出について
60,313

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外　購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外購入の支出について
105,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
393,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機　外　購入の支出について
45,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「私たちの大阪　３・４上」外購入の支出について
152,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 特大旗　外　購入の支出について
86,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトサッカーボール　外　購入の支出について
76,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外の購入の支出について
174,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
63,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ツイン蛍光灯購入の支出について
4,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 きゅうり苗　外　購入の支出について
73,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　購入の支出について
60,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「あたらしい体育」購入の支出について
120,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 机椅子用脚キャップ購入にかかる経費の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわり種　外購入の支出について
36,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本『たのしいたいいく１・２年』外購入の支出について
107,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小黒板　外　購入の支出について
77,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻鏡　外３点購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
169,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＵＳＢ３．０ケーブル　外　の購入にかかる経費の支出について
57,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
83,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画用和紙　外購入の支出について
198,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルホーキセット　外　購入の支出について
78,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型扇風機　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
63,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
563,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンディー得点板　外　購入の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「自分をみつめる１」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
1,107,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトドッジボール　外　購入の支出について
224,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
6,253

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック購入の支出について
39,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
520,506

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
20,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
21,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外　購入の支出について
39,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
176,942

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「あたらしい体育」購入の支出について
30,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
3,280,824
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多用途接着剤　外　購入の支出について
15,789

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤えんぴつ外購入の支出について
119,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教員用道徳教科書外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すのこ購入の支出について
51,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防火用ポリバケツ　他購入の支出について
40,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
30,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
45,954

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
441,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知器ほか購入の支出について
77,309

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　ほか　の購入の支出について
86,725

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おしろいばな種　外　購入の支出について
27,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験学習にかかる参加児童交通費　外（６／１１）の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用カーテン購入の支出について
47,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋　外　購入の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
5,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機外購入の支出について
36,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
22,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミング教材（ロボット）外　購入の支出について
221,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用中学校教科書道徳１他購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
67,076

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
34,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プールコート洗浄剤　外　購入の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 新聞架外購入の支出について
49,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール２号　他購入の支出について
181,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 読本「わたしたちの大阪３・４上」外購入の支出について
197,926

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化繊ホウキ外購入の支出について
118,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 詰替ボトル他購入の支出について
17,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
69,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 高圧洗浄機用ガソリン購入（６／１０）の支出について
3,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 プール清掃時使用する高圧洗浄機にかかる燃料費の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
4,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２－２教室窓ガラス入替工事の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東門門扉補修工事の支出について
77,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ自動手洗い水栓修理の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三層シンク水漏れ修理の支出について
26,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン画面修理の支出について
11,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル製版一体型印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 教材室錠前取替の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜修理の支出について
15,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機の家電リサイクル運搬料外の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（６／１１）の支出について
4,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（６／１１）の支出について
7,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費　外（６／１１）の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
14,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪学習にかかる６年児童の交通費（６／１１）の支出について
5,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる児童交通費（６／１１）の支出について
14,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる児童交通費（６／１１）の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる児童交通費（６／１１）の支出について
39,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童入場料及び交通費の支出について
11,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 文楽鑑賞にかかる参加児童の交通費（６／１１）の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
28,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（６／１１）の支出について
23,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費外（６／１１）の支出について
3,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費６／１１の支出について
23,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる交通費及び入館料（６／１１）の支出について
24,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ミシン点検料の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機の家電リサイクル運搬料外の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり（塩化マグネシウム）散布業務委託の支出について
39,933

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「木管五重奏とピアノ演奏」公演業務委託の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる交通費及び入館料（６／１１）の支出について
10,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる児童入場料及び交通費の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
36,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費外（６／１１）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
34,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいあめ」外購入の支出について
15,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
16,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年一泊移住にかかる看護師謝礼金の支出について
28,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ２年生車いす体験学習にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル板　購入の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
34,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用マウスピース　外　購入の支出について
96,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手回発電機　外　購入の支出について
260,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球朝顔の苗外購入の支出について
20,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
55,641

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏　外　購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角型０号まち付封筒　外購入の支出について
79,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
467,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引きＮｏ．１」製造請負の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
74,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　ほか　購入の支出について
75,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 牛乳箱　購入の支出について
42,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ひもなしメディシンボール　外購入の支出について
44,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ　他　購入の支出について
26,740
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　外購入の支出について
144,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール除菌スプレー外購入の支出について
18,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 二重食缶外購入の支出について
36,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
413,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニヘッド　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントン練習用ポータブルネットの購入の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
90,201

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　四つ切　外　購入の支出について
64,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
44,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
3,597,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白色ＰＰＣ用紙　ほか　購入の支出について
81,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
105,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒ外購入の支出について
204,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面テープ　外購入の支出について
135,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
12,819

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「現代の国語１」外購入の支出について
157,431

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍　１日５分！　教室で使えるコグトレ他の購入の支出について
10,368

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺用上質紙　ほか購入の支出について
53,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バケツ型筆洗外購入の支出について
25,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 錆止め下塗液　外　購入の支出について
287,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 旗竿外の購入の支出について
21,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 共同用絵の具　購入の支出について
25,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
18,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「進路の手引き№１」製造請負の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダ外購入の支出について
36,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ボールペン　外購入の支出について
75,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
377,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる培養土購入（６／１０）の支出について
1,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用図書１年生の漢字外購入の支出について
11,566

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰他　購入の支出について
147,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
112,752

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書　購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き　第一集　製造請負の支出について
96,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
7,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
66,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレス掃除機外購入の支出について
75,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
26,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 日日草苗外購入の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室出入口扉ガラス入替補修工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓取替工事の支出について
10,627

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 理科室給水管漏水補修工事の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 湯沸器取替工事の支出について
15,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット外修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 講堂放送システム修理の支出について
233,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 コードレス電話機修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
19,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワイヤレスマイク外購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テニスネット購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　星の旅人　他　の購入の支出について
12,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 たね火ライター　外購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コンセントカバー　外１点購入の支出について
29,743

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リサイクルトナー　購入の支出について
21,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成ソフト　外購入の支出について
33,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤレシーバー　購入の支出について
29,052

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナー　外２点購入の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
26,308

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 サビ止め用塗料　購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 生物基礎指導書セット購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングシートの購入の支出について
9,465

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用指導書「国語表現」外購入の支出について
375,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２０１９年度版２級情報技術検定問題集外　購入の支出について
4,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
35,769

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 アパレル実習室照明補修工事の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ホルン外　修理の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関扉補修工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 放送設備配線補修工事の支出について
699,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プールサイド電源設置工事の支出について
102,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 拡大機　購入の支出について
348,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント購入の支出について
221,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
65,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動パンチ　購入の支出について
78,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 まな板包丁収納庫　購入の支出について
109,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式ブロアー購入の支出について
67,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式インパクトドライバ、外購入の支出について
162,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
198,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 行事用テント購入の支出について
118,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 災害対策用品購入の支出について
12,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外３件の購入の支出について
30,012

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＣＤプレーヤー購入の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 防腐剤　外の購入の支出について
99,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ブロック購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
29,268

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トケイソウ苗外購入の支出について
34,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
4,078

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 地球儀他購入の支出について
76,398

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 緩衝材購入の支出について
109,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙他購入の支出について
63,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外マット購入の支出について
48,718

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科用図書「中学生の道徳３」外　購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
65,205
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理用パソコン外購入の支出について
52,833

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ（白）外２０点の購入の支出について
279,369

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学力向上対策用ドリルの購入の支出について
323,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸底フラスコ　他　購入の支出について
243,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒用アルコール外購入の支出について
32,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウレタン樹脂塗料外購入の支出について
130,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 文字練習短冊黒板　外購入の支出について
113,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おんぶひも購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「小学校道徳　生きる力１」外購入の支出について
2,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クレパス外の購入の支出について
39,245

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表板　購入の支出について
122,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ろうそく外購入の支出について
29,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「小学社会デジタル教科書」外購入の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 布粘着テープ外購入の支出について
80,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 仕上用刷毛外購入の支出について
29,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教室用机・いす購入の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 観察槽　外購入の支出について
37,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木製大コンパス　他購入の支出について
22,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーモール　外購入の支出について
33,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラスロート外購入の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペール　外購入の支出について
236,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学生の道徳１」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」外購入の支出について
54,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリップボード　他　購入の支出について
69,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「みんなのうた」外　購入の支出について
96,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット　外購入の支出について
393,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
70,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
11,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
46,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸　外　購入の支出について
39,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ　外　購入の支出について
295,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　他　購入の支出について
50,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル外購入の支出について
156,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ　外購入の支出について
75,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外購入の支出について
274,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロック外購入の支出について
27,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン針外購入の支出について
2,651

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ板　外　購入の支出について
18,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用の土　外　の購入の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブロワ　外　購入の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル外購入の支出について
17,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削りほか購入の支出について
86,961

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数テストプリント購入の支出について
116,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外の購入の支出について
131,760



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーマン苗外購入の支出について
44,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小学校音楽教科書伴奏集　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳教科書　外　購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
63,553

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メラミン化粧板　外購入の支出について
37,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ購入の支出について
36,385

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土外購入の支出について
110,054

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニス外購入の支出について
109,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外の購入の支出について
59,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパス外購入の支出について
78,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
23,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エアコンプレッサ外購入の支出について
87,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キーボードほか購入の支出について
136,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ　外購入の支出について
78,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー油性ペン外購入の支出について
195,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洋式便器詰り補修工事の支出について
57,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
84,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 指導用オルガン修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室ガス釜修理の支出について
27,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスマスター修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙裁断機修理の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プロジェクター修理請負の支出について
37,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鉄製遊具　修理の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送用機材修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ガス回転釜　修理の支出について
24,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫　修理の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサー修理の支出について
32,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６／１２　６年校外学習にかかる児童交通費の支出について
17,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年文楽鑑賞にかかる参加児童交通費（６／１２）の支出について
2,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる交通費（６／１２）の支出について
7,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動にかかる参加児童交通費・入場料６／１２の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費（６／１２）の支出について
13,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年　大阪体験学習　参加児童交通費・入場料の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学に伴う交通費及び入場料（６／１１）の支出について
19,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（６／１２）の支出について
16,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年大阪市内探検学習（６／１２）参加児童交通費の支出について
7,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（６／１２）の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年消防署見学（６／１２）にかかる交通費の支出について
3,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童交通費（６／１２）の支出について
39,176
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「チュモニの会」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（６／１２）の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 林間学習下見にかかる自家用車通行料金の支出について
7,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学参加児童交通費・入場料（６／１２）の支出について
34,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年　大阪体験学習　参加児童交通費・入場料の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学に伴う交通費及び入場料（６／１１）の支出について
31,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験活動にかかる参加児童交通費・入場料６／１２の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用パソコン外購入の支出について
97,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
15,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
41,837

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギアボックス外購入の支出について
59,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塩酸　外　購入の支出について
69,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「図解中学体育」購入の支出について
83,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「新しい数学１・２」他購入の支出について
111,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 握力計　外　購入の支出について
218,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩ変換ケーブル外　購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票ケース　購入の支出について
32,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
91,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 氷のう、外購入の支出について
33,534

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水槽　外　購入の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育副読本「中学体育実技２０１９」購入　の支出について
76,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外　購入の支出について
54,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかるゴーヤ苗外購入（６／１１）の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バット、他　購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路指導用冊子の製造請負の支出について
71,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 平成３１年度新入生　名札製造の支出について
37,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ錠剤　他　購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外購入の支出について
154,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学生机購入の支出について
93,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学体育実技２０１９」購入の支出について
87,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙外購入の支出について
84,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 イヤホン付クリップマイクロホン　外購入の支出について
46,602

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドボール　外　購入の支出について
181,170

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
125,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラベス外購入の支出について
51,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚キャップ　購入の支出について
7,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き第１集　製造請負（直接販売）の支出について
74,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミキシングコンソール　購入の支出について
29,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　購入の支出について
2,413

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 牛糞、他　購入の支出について
39,798

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 電気はんだごて　ほか購入の支出について
158,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙他　購入の支出について
206,366

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
78,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シュレッダー　外購入の支出について
18,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合唱曲ＣＤ　購入の支出について
22,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター他　購入の支出について
47,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　購入の支出について
39,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 片袖机　外　購入の支出について
59,767

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引　第一集（冊子）　製造請負の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンインパクトドライバ外の購入の支出について
79,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ、他　購入の支出について
263,358

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楯購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレブラシ　購入の支出について
10,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性つや消し塗料外の購入の支出について
84,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　購入の支出について
26,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スティック型掃除機外購入の支出について
42,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子カバーの購入の支出について
41,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール棚　購入の支出について
41,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工ドリル刃の購入の支出について
15,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き　第１集」製造請負の支出について
103,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード　外　購入の支出について
60,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 １－１教室照明器具　外　修理の支出について
26,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年生　職場体験学習にかかる交通費の支出について
3,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年生　職場体験学習にかかる交通費の支出について
1,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる生徒交通費（６／１２）の支出について
102,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 ピアノ調律料の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布にかかる業務委託の支出について
191,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
162,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行にかかる付添教職員入場料（６／１４）の支出について
10,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 片袖机　外　購入の支出について
32,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 水槽　外　購入の支出について
56,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素ガスボンベ　外１点購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーペンセット外購入の支出について
65,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダ　外　購入の支出について
241,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールシート　購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カッティングマット　他　購入の支出について
77,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シャワーカーテン　他購入の支出について
110,781

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 スキャナー購入の支出について
42,357

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスラケット外購入の支出について
144,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電動ステープラ　外　買入の支出について
58,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ａ４ＰＰＣ用紙　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー　購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー雑巾外購入の支出について
64,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　食糧費 カラー雑巾外購入の支出について
1,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 校内漏水調査業務委託の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレー支柱　購入の支出について
133,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンドゴール購入の支出について
131,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 乾燥棚の購入の支出について
60,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プールサイド用マット購入の支出について
158,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トロンボーン　ほか　購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 複合機外購入の支出について
201,800
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハンディータイマ　購入の支出について
59,049

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 移動式木工具収納ケースの購入の支出について
74,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 シューズロッカー　の購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
39,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
76,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパ購入の支出について
7,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
11,145

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
8,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
7,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
3,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
22,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 巧技台外購入の支出について
58,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
12,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　印刷製本費 令和元年度　幼稚園要覧作成にかかる印刷代の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
309,486

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育に伴う付添職員入館料（６／１３）の支出について
8,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
3,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
28,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 次亜塩素酸ナトリウム製剤外　購入の支出について
51,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
315,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「あたらしい体育　１年」外購入の支出について
81,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ねじり鎌　外　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
1,058,616

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
116,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
20,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
233,021

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベビーほうき外４点の購入の支出について
142,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生活科学習用図鑑の購入の支出について
43,995

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　購入の支出について
147,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
72,365

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
262,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書・教科書の支出について
49,359

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 長靴　外　購入の支出について
80,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外　購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画用ベニヤ外購入の支出について
101,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
73,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石鹸液の購入の支出について
54,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てエプロン他購入の支出について
53,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ機用トナー　外購入の支出について
101,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 回転コート掛け外購入の支出について
35,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
8,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
1,315,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
498,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰外購入の支出について
187,190
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キッチンスプーン　外購入の支出について
61,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
10,321

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパ購入の支出について
111,092

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機用紙パック　外　購入の支出について
23,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 豆電球外購入の支出について
43,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
796,911

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
3,320,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
267,883

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学生の道徳１」外購入の支出について
35,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サルビア苗他購入の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベルトサンダ外購入の支出について
32,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
145,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習用問題集　購入の支出について
33,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外　購入の支出について
191,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ディスクグラインダー外購入の支出について
82,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
13,446

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教員用教科書「中学生の道徳」外　購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飯重缶ほか購入の支出について
20,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
4,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
139,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
538,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
63,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗外購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベンダーの苗外購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
649,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ　外　購入の支出について
132,084

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
41,634

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教材「透明ジオボード」外購入の支出について
158,034

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＶＤドライブ外購入の支出について
71,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
523,843

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｌ台車　外　の購入にかかる経費の支出について
22,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自動手指消毒器外購入の支出について
52,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
451,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 漢字ドリル①外購入の支出について
3,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
3,004,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー外購入の支出について
93,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 校園名入封筒（特大）製造の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
531,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
924,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス外購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
637,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマトの苗　外　購入の支出について
9,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
27,546,535

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子補修工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 高架水槽マンホール取付補修工事の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
5,940
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ手洗い場排水管補修工事の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室流し台水漏れ補修工事の支出について
28,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 テレビ壁面取付補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 視聴覚用ＣＤプレーヤー外修理の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 壁付扇風機修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる児童交通費・入館料（６／１３）の支出について
12,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習に係る参加児童交通費（６／１３）の支出について
4,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（６／１３）の支出について
12,478

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習に伴う参加児童交通費外（６／１３）の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年春の遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
11,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年社会見学にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
16,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／１３）の支出について
8,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年春の遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
18,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習に伴う参加児童交通費外（６／１３）の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年社会見学にかかる参加児童交通費及び入館料の支出について
33,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外活動にかかる児童交通費・入館料（６／１３）の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 樹木用殺菌剤、他購入の支出について
140,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆　外　購入の支出について
158,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
431,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き（第１集）」製造請負の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパ購入の支出について
76,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
3,083,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄工ドリル外購入の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
76,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外購入の支出について
10,773

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
229,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
726,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
66,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
167,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石塑ねんど外購入の支出について
88,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 住宅用洗剤　外　購入の支出について
65,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
716,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
570,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「中学道徳１」　外　購入の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
840,002

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　外購入の支出について
106,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
30,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
382,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
210,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道用伸縮打込台他　購入の支出について
65,107

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
245,700
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 清掃用具ロッカー　購入の支出について
47,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
131,414

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
282,765

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道用半紙外購入の支出について
14,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き製造の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
419,688

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 合成樹脂塗料外　購入の支出について
59,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ホワイトシーラー外　購入の支出について
81,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
2,648,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　他　購入の支出について
21,921

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
327,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベル紙外　購入の支出について
74,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
409,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
4,113,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修の支出について
93,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂扉補修工事の支出について
186,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 正面玄関横　給水管破裂補修工事の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階男子トイレ排水管補修の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 Ｂｂクラリネット修理の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 文楽鑑賞にかかある生徒交通費（６／１３）の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント　購入の支出について
323,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
38,307

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
18,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
10,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 陶芸粘土他購入の支出について
28,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
948,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
137,853

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
80,136

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
79,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 検知管　外１１点購入の支出について
103,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
7,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用インク購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
27,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
97,146

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 網戸　他　購入の支出について
139,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり　購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
17,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
37,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
103,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 サンドペーパー外購入の支出について
202,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
187,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ブルーシートの購入の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 血球計算盤外購入の支出について
192,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 用箋挟　外１４点購入の支出について
53,397

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き　外１点印刷の支出について
188,902
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ガス使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,978,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 プール入口扉ガラス補修の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育祭にかかる施設使用料（６／１３）の支出について
128,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員用トイレアコーディオン取替補修工事の支出について
109,731

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関通用門電気錠補修工事の支出について
179,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給水管漏水補修工事の支出について
179,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 管理作業員室　給水管漏水補修　工事の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電話回線修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールポンプ室　天井・壁面補修工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室外部ガス漏れ補修工事の支出について
5,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎停電補修工事の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 男子便所小便器漏水補修工事の支出について
209,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内放送設備補修工事の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールテント補修工事の支出について
339,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 特別支援教室間仕切取付工事の支出について
310,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 版画プレス機購入の支出について
55,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ピッコロ　購入の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バスアコーディオン　購入の支出について
87,426

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月12日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 車いす　購入の支出について
32,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の苗夏野菜苗外の購入の支出について
27,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 花の土　他の購入の支出について
21,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 窓付き封筒　外購入の支出について
16,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ふと筆　外　購入の支出について
81,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
115,118

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用シール外　購入の支出について
55,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 小便器自動洗浄機　外　購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙　外購入の支出について
44,614

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用ガス　外の購入の支出について
17,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
20,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携　外購入の支出について
114,711

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り　外　購入の支出について
65,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート黒板　外　購入の支出について
172,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 下駄箱　外購入の支出について
82,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 修正テープ　外　購入の支出について
263,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知票用ホルダー　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外２点の購入の支出について
10,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー工作用紙　他購入の支出について
22,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 物置棚　購入の支出について
47,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教務必携外購入の支出について
61,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 朱肉外購入の支出について
37,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外　購入の支出について
209,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自由ほうき　外　購入の支出について
53,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミョウバン　外　購入の支出について
133,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
22,572
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用指導書「小学社会６上」　外　購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキ　ほか　購入の支出について
57,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「道徳」　購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体験活動（生け花）実施に伴う花束購入の支出について
6,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本『手のひらずかん　１年』購入の支出について
13,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用アクリル樹脂コート剤　購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性マーカーセット　外　購入の支出について
167,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
72,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外　購入の支出について
17,236

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マイク　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ購入の支出について
36,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンべニヤ外の購入の支出について
17,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キュウリ苗他購入の支出について
7,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用アルミ三脚外購入の支出について
99,981

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳教科書　他　購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　外　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス　外購入の支出について
28,134

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鏡購入の支出について
26,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外購入の支出について
182,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食育学習「米作り」水稲の苗購入（６／１３）の支出について
6,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 黒板消し外購入の支出について
129,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 普通合板　外の購入の支出について
25,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸ネット外　購入の支出について
66,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
64,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４年上」購入の支出について
51,319

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給食栄養表ボード１台購入の支出について
24,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラスチック手袋外購入の支出について
6,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム長靴　外　購入の支出について
64,551

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター　他購入の支出について
16,567

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あさがお種外購入の支出について
22,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ７つの習慣学習用テキスト　購入の支出について
144,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料外購入の支出について
25,299

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 菜種油かす外の購入（６／１３）の支出について
13,058

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 移植ごて外購入の支出について
192,349

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかるヒョウタン苗外購入の支出について
10,210

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「小学あたらしい体育１年」外購入の支出について
255,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーシングペーパー外購入の支出について
48,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用気体外　購入の支出について
39,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
75,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書購入の支出について
108,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室扉補修工事の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 通用門鉄扉補修工事の支出について
132,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂窓硝子入替補修工事の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 集塵機　修理の支出について
11,880
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　食器消毒保管庫修理の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 紙折機修理の支出について
49,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機　修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードスライサー　修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
27,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 レーザープリンタ修理の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
18,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機　修理の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 保管庫等重量物運搬の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学に係る参加児童交通費及び入館料の支出について
7,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（６／１４）の支出について
14,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
13,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（あべのハルカス）にかかる参加交通費外の支出について
11,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習に係る参加児童交通費外（６／１４）の支出について
1,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学参加児童交通費外（６／１４）の支出について
40,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（６／１４）の支出について
8,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる交通費及び入場料（６／１４）の支出について
8,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる６年参加児童交通費の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費（６／１４）の支出について
13,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 ６年社会見学参加児童交通費外（６／１４）の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 金庫開錠手数料の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 運動場にがり散布業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
113,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞　業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習に係る参加児童交通費外（６／１４）の支出について
6,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習にかかる交通費及び入場料（６／１４）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（６／１４）の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学（あべのハルカス）にかかる参加交通費外の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費・入場料の支出について
49,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年社会見学参加児童交通費外（６／１４）の支出について
12,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学に係る参加児童交通費及び入館料の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 室用図書「キャベたまたんていシリーズ」外購入の支出について
30,053

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼくとニケ」外　購入の支出について
105,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液ほか　購入の支出について
13,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用バッテリ購入の支出について
64,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 上腕式血圧計　外　購入の支出について
34,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンシャトルコック購入の支出について
30,510

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フレキシブルハードル　購入の支出について
56,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 薬品さじ外購入の支出について
80,643

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
73,440
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球アサガオ苗外　購入の支出について
5,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
69,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立安全ストッパー外　購入の支出について
43,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハチマキの購入の支出について
24,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ残留塩素測定用錠剤外購入の支出について
17,518

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙ほか購入の支出について
78,539

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌綿棒　外　購入の支出について
81,489

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
119,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 液体肥料他　購入の支出について
17,215

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マイクロホン　購入の支出について
63,828

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき用クシ外購入の支出について
29,630

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウェットティッシュ外の購入の支出について
55,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カラーホイッスル　外購入の支出について
34,074

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木床用フロアオイル　購入の支出について
68,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　外　購入の支出について
21,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール　外購入の支出について
165,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター台　外　購入の支出について
168,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き　製造の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造の支出について
110,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 集成材　購入の支出について
197,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックコートフィルム　外購入の支出について
38,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学校体育実技２０１９」購入の支出について
108,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術教材「ＷＡＴＣＨ」外　購入の支出について
45,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 翻訳機購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レーザープリンター用トナーカートリッジの購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「進路の手引き」製造請負の支出について
72,522

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴミペール他　購入の支出について
8,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル外購入の支出について
65,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外　購入の支出について
309,582

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 剣道衣　購入の支出について
31,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス管補修工事の支出について
6,463

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修　工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスクラリネット修理の支出について
20,196

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる生徒分交通費（６／１４）の支出について
66,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年ピース大阪見学交通費（６／１４）の支出について
39,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加生徒交通費（６／１４）の支出について
35,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行に伴う付添職員入場料（６／１６）の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 包丁・まな板殺菌庫　購入の支出について
186,062

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 オールアルミ指揮台購入の支出について
166,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＭＤＦ材外購入の支出について
160,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 塗装用シンナー外購入の支出について
32,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル他の購入の支出について
5,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 製図ヘッドの購入の支出について
53,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 弾力包帯　ほか　購入の支出について
78,185

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 コートフィルム　ほか　購入の支出について
27,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 モザイクカッターの購入の支出について
6,955
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 玄関マット　外購入の支出について
25,228

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 網戸レールおよび網戸設置工事の支出について
28,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 Ｅ２Ａ教室蛍光灯修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 開閉式防球ネット取替工事の支出について
177,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 電話設備補修工事の支出について
445,770

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 両袖机外購入の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 アンプ　外　購入の支出について
96,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長体重計購入の支出について
190,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタル身長体重計購入の支出について
197,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 製氷機購入の支出について
144,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 鍵盤ハーモニカ　購入の支出について
75,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　充電式振動ドライバドリル　購入の支出について
49,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 三輪車用グリップ　購入の支出について
1,533

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 イラストコレクションＣＤ－ＲＯＭの購入　の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ジョーロ　購入の支出について
2,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ビニールテープ　の購入の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ボディボール　外購入の支出について
52,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸトナーカートリッジ外の購入にかかる経費の支出について
21,038

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板　白　外の購入にかかる経費の支出について
166,777

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 駒込ピペット　外購入の支出について
32,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール薬品購入の支出について
39,528

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラワンランバー購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
214,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ザリガニ外２点購入の支出について
25,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 発表ボード外１５点の購入の支出について
390,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外　購入の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 とび縄外購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管外購入の支出について
129,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＬＡＮケーブル他購入にかかる経費の支出について
37,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　他購入の支出について
12,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科用図書の購入にかかる経費の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吐瀉物処理剤外購入の支出について
71,244

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュケースほか購入の支出について
16,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グロッケン購入の支出について
122,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多様な体験活動にかかる参加児童交通費・実習費の支出について
34,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 包帯　外　購入の支出について
28,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外の購入の支出について
156,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ用フロート外購入の支出について
77,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外　購入の支出について
82,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水質浄化薬外の購入の支出について
43,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　他購入の支出について
33,953

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用メンテナンスタンク外購入の支出について
22,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温度計外購入の支出について
38,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマトの苗　購入の支出について
8,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理用パソコンソフト購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー版画板外購入の支出について
38,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「音読詩集４年」購入の支出について
22,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」　購入の支出について
49,913

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチールロッカー購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク２本購入の支出について
60,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板外購入の支出について
26,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鏡購入の支出について
88,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 行事案内板外購入の支出について
62,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外　購入の支出について
113,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
52,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 連絡ファイル外購入の支出について
46,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　他購入の支出について
54,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用中学校教科書「道徳　１年」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー外２１点の購入の支出について
293,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 知育ロボットセット購入の支出について
325,458

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
15,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室　照明器具補修工事の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
14,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館入口扉ガラス取替工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 北校舎１階２－３教室窓ガラス入替補修工事の支出について
24,516

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
25,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 防犯カメラシステム修理の支出について
24,192

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室シンク修理の支出について
8,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年春の遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
40,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習にかかる参加児童交通費（６／１７）の支出について
14,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年生　社会見学にかかる参加児童交通費の支出について
18,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費（６／１７）の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験活動の充実にかかる３年参加児童交通費の支出について
2,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年春の遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
35,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 多様な体験活動にかかる参加児童交通費・実習費の支出について
6,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託（鍵盤ハーモニカ等楽器演奏）の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
248,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ６年春の遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年春の遠足にかかる参加児童交通費外の支出について
2,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書魔女ののろいアメ　外　購入の支出について
62,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外の購入の支出について
36,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にともなう物品購入（６月１４日）の支出について
2,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかるゴーヤ苗購入（６／１４）の支出について
1,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー外購入の支出について
47,412

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器外購入の支出について
36,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易型包丁研ぎ器　外　購入の支出について
48,578

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼黒板購入の支出について
44,400
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 美術科指導用品購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板外の購入の支出について
94,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き№１製造の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アイロン台　外　購入の支出について
125,361

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 うすい水酸化ナトリウム水溶液　外　購入の支出について
4,390

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フットペダル　外購入の支出について
35,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 和太鼓外購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵具（ポスターカラー）　外　購入の支出について
74,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン　外　購入の支出について
40,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｆ型クランプ　購入の支出について
33,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラム式センサー外購入の支出について
278,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボイスレコーダー外　購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒用机　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー　外購入の支出について
176,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名前ゴム印　外購入の支出について
9,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆（２４色入）　外　購入の支出について
69,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙他　購入の支出について
112,370

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　他購入の支出について
67,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　他購入の支出について
77,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引きＮｏ．１製造の支出について
61,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 点灯管ほか購入の支出について
51,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フローリングワイパー他購入の支出について
75,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩアダプター　外　購入の支出について
32,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベル等購入の支出について
104,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 南館男子便所小便器用ハイタンク詰まり外補修工事の支出について
71,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ修理の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
21,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バリトンサックス修理の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 苦汁散布作業　業務委託の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業　業務委託の支出について
31,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
399,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「単位図鑑」他購入の支出について
230,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟　会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学文化連盟会費の納入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費納入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費納入の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度　大阪市中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度　大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 平成３１年度大阪市立中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 中学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 大阪市中学校文化連盟会費の支出について
21,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 自火報受信機　バッテリー　購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土他の購入の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 折りたたみコンテナ　他購入の支出について
55,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 生徒証証明写真　印刷の支出について
45,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替え補修の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館外ガラス入れ替え補修の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場外部配線修理スピーカー取り換え工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 消防設備補修工事の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 倉庫シャッター補修の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール補給水吐水口漏水補修工事の支出について
106,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プログラムタイマー設備配線補修工事の支出について
292,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 アンサンブル室空調設備取替補修工事の支出について
224,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式丸のこ購入の支出について
26,406

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓球台　購入の支出について
79,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイドペール購入の支出について
48,816

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　保管庫　購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　　ポータブルワイヤレスアンプ１台購入の支出について
142,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スポットライト　購入の支出について
172,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 案内板　購入の支出について
14,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 こつまなんきん栽培にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 報償費　報償金 サッカー遊び指導講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
13,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プール用消毒薬外購入の支出について
39,960
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ワックスの購入の支出について
15,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
22,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ランタナ　苗　外　購入の支出について
25,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
8,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 手洗い用せっけん液購入の支出について
9,914

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育学習にかかる講師謝礼金の支出について
62,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育学習にかかる講師謝礼金の支出について
50,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金（５／２０）の支出について
15,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業づくり　講師謝礼金の支出について
7,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 防災学習にかかる講師謝礼金の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語活動にかかる講師謝礼金（５月分）の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 体育学習にかかる講師謝礼金の支出について
37,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読書指導講師謝礼の支出について
51,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国語科授業および研修会講師謝礼金の支出について
19,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 特別支援教育学習支援講師料（５月分）の支出について
18,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 鍵盤ハーモニカ外指導にかかる講師謝礼金の支出について
17,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ＩＣＴ授業にかかる講師謝礼金の支出について
107,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
36,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育学習にかかる講師謝礼（５／３０分）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 英語学習にかかる講師謝礼金の支出について
32,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 母語支援員による日本語指導の謝礼金の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 校内研究授業及び協議会講師謝礼金の支出について
12,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学生の道徳１」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアパッド外の購入の支出について
27,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定用試薬外購入の支出について
31,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書指導書「道徳１年」購入の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スティックカラー砂外購入の支出について
42,547

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字用半紙外購入の支出について
116,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
45,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソファ　購入の支出について
119,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 化成肥料　外　購入の支出について
45,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科用図書「中学生の道徳」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ用卓奏唄口　外　購入の支出について
82,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 天ぷらバット　外　購入の支出について
178,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
144,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷マスター購入の支出について
82,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
179,626

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直流電流計購入の支出について
73,785

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「お茶・生け花体験」実施に伴う「抹茶」外　購入の支出について
38,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
245,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
132,258

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
1,407,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
1,303,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 無害石灰　外購入の支出について
78,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アルミホテルパン　購入の支出について
73,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
534,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁面緑化事業にかかる苗・用土の購入（６／１７）の支出について
6,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
2,469,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科用図書購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書わたしたちの家庭科５・６上購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フライパン外購入の支出について
25,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　上」購入の支出について
37,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベルライター用テープカートリッジ外購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゼッケン　外の購入の支出について
19,391

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教員研究用教科書「中学生の道徳１」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 土粘土　外　購入の支出について
198,934

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｔ型ダンボールカッター　購入の支出について
39,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑巾　外　購入の支出について
125,896

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語学習のまとめ　２年　外　購入の支出について
112,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 泡ハンドソープ外の購入の支出について
72,019

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル　他　購入の支出について
118,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙　外　購入の支出について
170,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　他購入の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 麺おたま外購入の支出について
33,435

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
6,045

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球あさがお苗購入の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベースボールトレーナー　外購入の支出について
109,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳用教科書外の購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 かんたんバンダナ外購入の支出について
36,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｑ－Ｕ検査用紙購入の支出について
68,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テーブルふきん　外　購入の支出について
17,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土購入の支出について
43,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル外購入の支出について
63,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　購入の支出について
102,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 けん玉　外購入の支出について
48,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホルダーファイル購入の支出について
68,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外購入の支出について
134,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
20,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 「中学生の道徳　自分を見つめる１」外　購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用クリアファイル　他購入の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ファインウレタン外　購入の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グランド用スポーツライン購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 平筆　外購入の支出について
104,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 酸素ボンベ　他　購入の支出について
98,274

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー外購入の支出について
182,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苗外購入の支出について
35,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 葉刈鋏　他購入の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイクロホン購入の支出について
36,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布テープ　外　購入の支出について
68,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除菌クロス外購入の支出について
44,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 英語学習教材ＤＶＤ　外　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育ケース　外購入の支出について
111,990

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鍵盤リコーダー外購入の支出について
32,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハイテクスパテラ購入の支出について
23,755

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テラコッタ粘土　購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布薬他購入の支出について
36,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外購入の支出について
65,016

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メダカ　外　購入の支出について
315,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ごみとりあみ　他　購入の支出について
80,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙外購入の支出について
47,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外購入の支出について
165,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　他　購入の支出について
182,271

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　あたらしい体育外購入の支出について
106,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
145,814

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本語教室用図書「教室で使う～」外　購入の支出について
12,322

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤外購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」外の購入の支出について
1,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飲料カップ外　購入の支出について
59,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　外　購入の支出について
31,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
75,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 多分別回収カート外購入の支出について
47,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外　購入の支出について
60,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 算数教材　外の購入の支出について
244,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク他の購入の支出について
117,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学校　道徳１年」外購入の支出について
1,445

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひまわり種外購入の支出について
26,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 毛抜き　外購入の支出について
12,026

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サルビア苗　外　購入の支出について
12,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド外購入の支出について
240,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パッションフルーツの苗購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
111,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外の購入の支出について
11,581

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油性マーカー　外購入の支出について
85,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用クリアファイル　他購入の支出について
109,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書の購入の支出について
62,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
73,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトバレーボール外購入の支出について
42,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他の購入の支出について
88,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 だしとりかご購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機用マスター原紙　購入の支出について
27,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外購入の支出について
13,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
57,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 温湿度計外　購入の支出について
11,764

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板ほか　購入の支出について
230,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッヂビー　外　購入の支出について
131,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
76,086
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室水栓柱漏水補修工事の支出について
132,354

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 女子便所洋式便器ＦＶ漏水修理の支出について
46,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ５号館玄関ホール固定窓ガラス外取替工事の支出について
81,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門門扉戸車補修工事の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室窓ガラス入替工事の支出について
27,086

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 硝子補修工事の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 電気錠配線補修工事の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室フードスライサー修理の支出について
32,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　食器洗浄機修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　回転釜修理の支出について
20,109

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インクジェットプリンタ修理の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
23,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
32,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 水中スピーカー修理の支出について
117,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室焼物機修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 アンサンブルオルガン修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 洗濯乾燥機修理の支出について
14,958

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
197,348

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 保健室壁ガス栓取替修繕料の支出について
6,177

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費・観覧料の支出について
1,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる児童交通費・入場料（６／１８）の支出について
12,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学にかかる児童交通費等（６／１８）の支出について
9,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる交通費（６／１８）の支出について
22,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年体験活動にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
15,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる交通費及び入場料（６／１８）の支出について
28,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外学習に伴う児童入館料外（６／１８）の支出について
7,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコンリサイクル収集運搬料　他の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪学習の３年児童交通費、外（６／１８）の支出について
2,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコンリサイクル収集運搬料　他の支出について
972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「和太鼓演奏」業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 カラスの巣撤去業務委託の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布作業業務委託の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞会業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 人権劇鑑賞「キジムナーの約束」公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学にかかる参加児童交通費・観覧料の支出について
4,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる交通費及び入場料（６／１８）の支出について
18,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ５年社会見学にかかる児童交通費等（６／１８）の支出について
17,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 校外学習に伴う児童入館料外（６／１８）の支出について
19,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪学習の３年児童交通費、外（６／１８）の支出について
6,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年体験活動にかかる参加児童交通費及び入場料の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる児童交通費・入場料（６／１８）の支出について
25,920
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ごみとりあみ　他　購入の支出について
193,671

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン　購入の支出について
94,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「ぼくとニケ」外購入の支出について
33,557

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」他　購入の支出について
73,148

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
31,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
17,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 ＡＳＤ理解研修講師謝礼の支出について
14,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行付添にかかる看護師謝礼金の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き　Ｎｏ．１」製造の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
554,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングネット　外　購入の支出について
226,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
833,976

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
2,783,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙　購入の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土　外　購入の支出について
102,014

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
69,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット　購入の支出について
10,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き第１集　製造請負の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタードラム外購入の支出について
76,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　他　購入の支出について
63,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛扇風機　購入の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
441,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー外購入の支出について
66,881

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペン外購入の支出について
67,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引№１　製造請負の支出について
69,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 メジャー外購入の支出について
96,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造の支出について
109,296

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック購入の支出について
90,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンシャトル、他　購入の支出について
57,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き（第１集）製造請負の支出について
86,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール　外購入の支出について
86,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
81,388

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリルえのぐ　白外購入の支出について
41,283

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引製造の支出について
96,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールネット　外　購入の支出について
277,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き（第１集）の製造請負の支出について
62,208

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ショッピングカート購入の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ　外　購入の支出について
76,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 表彰盾外購入の支出について
40,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター弦　外購入の支出について
58,806

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外　購入の支出について
14,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 すだれ　外　購入の支出について
39,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
59,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 紙やすり　外の購入の支出について
108,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボード、他　購入の支出について
380,000
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス給湯器購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
94,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マラカス他　購入の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 高跳びスタンド外購入の支出について
90,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストリートダンスＤＶＤボックスの購入の支出について
32,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 「進路の手引」（第１集）製造請負の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ　購入の支出について
42,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 酢酸カーミン溶液　外　購入の支出について
47,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 背泳標識三角旗セット　外　購入の支出について
40,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット外購入の支出について
27,324

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン用石灰購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
2,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 指導用パソコンソフト外購入の支出について
144,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用樹脂ワックス　外　購入の支出について
213,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　購入の支出について
18,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サンディング用ロールペーパー外購入の支出について
68,337

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マスキングテープ他購入の支出について
6,323

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 回転ゴム印　外　購入の支出について
128,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル絵の具購入の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色和紙外購入の支出について
46,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ボックスファイル　他　の購入の支出について
40,132

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポンポン（半完成品）　購入の支出について
41,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式ボール外購入の支出について
129,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　印刷製本費 チラシ印刷の支出について
203,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールシャワー止水栓取替補修工事の支出について
98,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス補修工事の支出について
14,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
30,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 巻き上げ式スクリーンの修理の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 テナーサックス修理の支出について
16,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木薬剤散布業務委託の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
120,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の借入の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（５月分）の支出について
216,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（５月分）の支出について
117,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（５月分）の支出について
142,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（５月分）の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（５月分）の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 食物文化科講師謝礼金（５月分）の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（５月分）の支出について
136,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 映像デザイン科　５月分モデル謝礼金の支出について
25,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列講師謝礼金（５月分）の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 演劇科講師謝礼金（５月分）の支出について
79,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 総合学科造形芸術系列講師謝礼金（５月分）の支出について
50,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
89,812
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 珪藻土購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 面接ワークブックの支出について
5,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
155,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
91,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 リチウムイオンバッテリー購入の支出について
60,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 出席簿用表紙　製造請負の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
22,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
42,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
110,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガス栓ガス漏れ補修工事の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン点検修理の支出について
68,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 いきいき教室天井部漏水補修工事の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 飲料用受水槽電磁弁取替工事の支出について
202,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 止水栓漏水補修工事の支出について
88,668

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉ラッチロック取替工事の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用電磁弁取替補修工事の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 玄関電気錠システム補修工事の支出について
265,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールサイドおよび校舎裏手フェンス補修工事の支出について
349,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 給食室棟焼物機用電源工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式運搬車購入の支出について
98,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ごみ保管庫購入の支出について
75,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バスウッドドラム購入の支出について
40,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱外購入の支出について
162,907

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 偏向極板入クルックス管　購入の支出について
40,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワイドペール購入の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 バレーボール支柱　購入の支出について
139,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 掲示板　購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 印刷機購入の支出について
345,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンガ他　購入の支出について
319,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン　購入の支出について
317,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 丁合機の購入の支出について
328,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 低温インキュベーター外購入の支出について
367,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 大型ダストボックス　購入の支出について
56,025

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 物置購入の支出について
156,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ナイロンバックコーナーガード購入の支出について
13,230

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 オーデグロス（水性塗料）外　購入の支出について
56,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 塗料ほかの購入の支出について
36,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パウチラミネーター購入の支出について
20,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラーバケツ購入の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 果樹の植樹業務委託の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 運動会用ＣＤほか購入の支出について
67,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール外購入の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土ほかの購入の支出について
62,834

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 原稿用紙外購入の支出について
219,730
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
117,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絆創膏外購入の支出について
21,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 抗菌綿棒外購入の支出について
56,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニール袋外購入の支出について
33,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーク堆肥　他　購入の支出について
23,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本『わたしたちの大阪　上』購入の支出について
56,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 高圧洗浄機外購入の支出について
42,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 斜面台　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーの購入の支出について
39,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易検流計購入の支出について
68,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットファイル購入の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベッドガード購入の支出について
18,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外の購入の支出について
59,085

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 テニスボール外購入の支出について
53,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土他購入の支出について
13,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粘着ローラー外購入の支出について
68,115

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学校　道徳　１年」　外　購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大容量トナーカートリッジ外購入の支出について
257,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトボール用バット外購入の支出について
26,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科用図書「道徳教科書」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式生垣バリカン購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外の購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ニトリル手袋外購入の支出について
25,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペーパータオル　外　購入の支出について
25,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし　外購入の支出について
15,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　外購入の支出について
32,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト外購入の支出について
36,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
62,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットホワイトボードシート購入の支出について
240,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外　購入の支出について
32,346

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトすのこ　外　購入の支出について
19,521

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め台紙外購入の支出について
39,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 一口コンロ　外　購入の支出について
141,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガスコンロ　外購入の支出について
83,905

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白画用紙　外購入の支出について
96,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニトマト苗外購入の支出について
47,466

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤外購入の支出について
62,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童更衣室用カーテン購入の支出について
71,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急絆創膏外購入の支出について
101,638

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シートほか購入の支出について
18,738

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 外付けＨＤＤ　外　購入の支出について
149,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴム板　外　購入の支出について
38,575

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトペンチップほか購入の支出について
269,545

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ジグソー購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外　購入の支出について
50,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外　購入の支出について
92,166
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 キズ洗浄消毒液外購入の支出について
11,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 浅型・Ｆ型ざるＢＫ　外　購入の支出について
135,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング外　購入の支出について
101,174

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 砂場用砂　購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　ほか　の購入の支出について
7,657

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土の購入の支出について
17,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール他購入の支出について
102,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プラ板外購入の支出について
29,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
52,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他購入の支出について
68,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 虫よけプレート外購入の支出について
49,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタインク外購入の支出について
199,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サンダー外購入の支出について
22,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素試験紙外購入の支出について
103,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
17,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　外　購入の支出について
12,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外　の購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
158,378

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
95,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トング　外　購入の支出について
12,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
59,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 にがり（塩化マグネシウム）　購入の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　購入の支出について
23,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書　中学校の道徳１年　外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 南門前散水栓行給水管漏水補修工事の支出について
112,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階普通教室ブレーカー取替工事の支出について
28,161

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男女トイレ排水管通管工事外の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室配膳棚サッシ補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 防火扉用レリーズ修理の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館前渡り廊下塗装工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 鍵の取替修理の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
19,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器消毒保管庫修理の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修繕の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動二穴パンチ修理の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室牛乳保冷庫修理の支出について
41,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
42,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
33,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 トイレ用手洗い水栓修理の支出について
25,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／１９）の支出について
45,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費他（６／１９）の支出について
1,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費（６／１９）の支出について
17,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪の町見学にかかる参加児童交通費外の支出について
4,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・施設入場料の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコンリサイクル料金・回収料の支出について
8,100
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年社会見学にかかる児童交通費（６／１９）の支出について
3,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコンリサイクル料金・回収料の支出について
972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内側溝・会所清掃業務委託の支出について
432,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 平成３１年度劇鑑賞会業務委託の支出について
292,263

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃　業務委託の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 トイレ清掃業務委託の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール水槽清掃にかかる業務委託の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木の害虫駆除にかかる業務委託の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「キジムナーの約束」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる参加児童交通費・施設入場料の支出について
57,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費他（６／１９）の支出について
8,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪の町見学にかかる参加児童交通費外の支出について
12,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコン（給食室休養室用）購入の支出について
106,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
108,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」他購入の支出について
35,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」他購入の支出について
31,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
3,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 競技用紙雷管　外　購入の支出について
17,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 のこやすり　ほか購入の支出について
151,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外購入の支出について
29,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘルメット　外　購入の支出について
84,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラフト染料　外　購入の支出について
70,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い洗剤他購入の支出について
88,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 屋外用マット　外　購入の支出について
139,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル他購入の支出について
37,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 山土　購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 抵抗器　外　購入の支出について
181,677

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引」（Ｎｏ．１）　製造の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ユニフォームシャツ購入の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外購入の支出について
34,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ウエス　外　購入の支出について
38,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 名札留めクリップ　購入の支出について
30,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 花の苗（ベゴニア）　外　の購入の支出について
32,670

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン購入の支出について
197,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用培養土　外購入の支出について
31,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 横挽きのこぎり替刃外の購入の支出について
36,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 土砂落しマット購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー購入の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 キャンバスボード外購入の支出について
14,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 角材外購入の支出について
43,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーブック購入の支出について
23,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木製書架　購入の支出について
234,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺し子糸、他購入の支出について
78,726

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインパウダー購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　ほか　購入の支出について
19,537

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 保存袋外の購入の支出について
83,127

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　購入の支出について
1,600
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液外購入の支出について
25,213

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フライングディスク外購入の支出について
103,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アクリル方眼定規　外　購入の支出について
68,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックエンド（Ｌ型）　外　購入の支出について
113,158

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 レモン石鹸外購入の支出について
64,083

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインカー　外　購入の支出について
325,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 台所用洗剤外購入の支出について
41,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋外の購入の支出について
99,067

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　ほか　購入の支出について
53,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホワイトボードマーカー　外購入の支出について
46,845

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 四つ穴ボタン外の購入の支出について
17,342

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き№１」製造請負の支出について
80,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式マルノコ　外　購入の支出について
89,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チリトリ　外　購入の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 燃焼さじ外購入の支出について
98,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードルの購入の支出について
78,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育館窓ガラス取替工事の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ボタン電話装置バッテリ取替工事の支出について
69,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 格技室スクリーン修理の支出について
52,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
24,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
40,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 アルトサックス　他修理の支出について
89,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 温水洗浄便座　購入の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 書架購入の支出について
299,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 グランドクイ購入の支出について
16,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 机上ラック外購入の支出について
52,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 名刺用紙　他購入の支出について
51,585

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 綿糸　購入の支出について
9,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 テプラテープ　外　購入の支出について
25,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ファイルワゴン外　購入の支出について
26,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外購入の支出について
186,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック　購入の支出について
31,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外８点購入の支出について
122,493

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フラッグポールロープ　購入の支出について
27,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 カローリング競技用ローラーの購入の支出について
20,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引　印刷の支出について
134,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「麒麟児」他の購入の支出について
183,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「幼女戦記１１」外購入の支出について
107,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 モニター付玄関インターホン補修工事の支出について
544,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール給水設備補修工事の支出について
289,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 液晶プロジェクター取付工事の支出について
112,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 折りたたみプールフロア　購入の支出について
129,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 カラーマット外購入の支出について
156,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 集じん機の購入の支出について
33,696

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン購入の支出について
395,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 レーザープリンタ　購入の支出について
43,200



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＬＥＤ照明灯購入の支出について
82,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月18日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 スチール中量棚　購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 水遊び用品（海の宝探しセット）購入の支出について
12,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 色画用紙の購入の支出について
13,195

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ライン引き用パウダーの購入の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
2,754

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 パネルステージ購入の支出について
34,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育総務費 デザイン教育研究所費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スクールワックス　購入の支出について
104,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モノクロプリンター購入の支出について
13,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
125,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 体温計外購入の支出について
11,918

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ外購入の支出について
33,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオメモリーレコーダー　他　購入の支出について
72,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
149,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 八つ切り画用紙　外　購入の支出について
129,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 音読詩集「おひさま１」外　購入の支出について
101,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
178,254

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　外　購入の支出について
187,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
24,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 四線黒板　外購入の支出について
26,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 イレーザー外購入の支出について
40,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
998,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
713,286

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール購入の支出について
22,194

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学道徳教科書１年　外　購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポーツマット　購入の支出について
72,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケット付きファイル外購入の支出について
91,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急バン外購入の支出について
18,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用ネット　外購入の支出について
14,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
106,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　外購入の支出について
4,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホットプレート　購入の支出について
29,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
153,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土外購入の支出について
163,649

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 あさがお種外購入の支出について
114,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表ファイル外購入の支出について
58,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤ「アニメ＆キッズヒットマーチ」外購入の支出について
23,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花苗外購入の支出について
104,273

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイルホルダー　外購入の支出について
54,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　外購入の支出について
19,526

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 エスロン巻尺外購入の支出について
101,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 救急絆創膏　外　購入の支出について
17,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯鏡　外の購入の支出について
155,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸液外購入の支出について
38,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式ブロア　外　購入の支出について
53,194
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤバッテリー　購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バーク堆肥　他の購入の支出について
32,205

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書籍「深い学び」購入の支出について
16,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量紙粘土、他購入の支出について
99,070

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 自在ほうき　他　購入の支出について
143,152

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジモップスペア　外購入の支出について
8,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折り紙外購入の支出について
40,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヨウ素溶液外　購入の支出について
124,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　外購入の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 材木　ほか　購入の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「特別の教科道徳１」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ルーフデッキ　購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プランター　外購入の支出について
97,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　他　購入の支出について
106,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」購入の支出について
63,973

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアーホルダー外購入の支出について
39,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　他　購入の支出について
116,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッチビー　外　購入の支出について
4,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外購入の支出について
11,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ購入の支出について
22,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクジェットプリンタ　外　購入の支出について
33,242

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　燃料費 燃料用ガソリンの購入（６／１９）の支出について
2,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 トイレ水栓補修工事の支出について
31,941

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ２階西男子トイレ大便器補修工事の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室トイレ水漏れ補修工事の支出について
53,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機修理の支出について
12,842

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
49,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送設備　修理の支出について
117,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 湯沸器修理の支出について
13,197

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 授業用ノートパソコン修理の支出について
169,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年　社会見学にかかる児童交通費（６／２０）の支出について
28,416

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学にかかる参加児童交通費（６／２０）の支出について
22,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる交通費及び入館料（６／２０）の支出について
13,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる参加児童交通費（６／２０）の支出について
28,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 住之江図書館見学にかかる参加児童交通費６／２０の支出について
3,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／２０）の支出について
23,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 講堂ワックス掛け　業務委託の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
75,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる交通費及び入館料（６／２０）の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ふれあい陶芸にかかる児童分作陶代（６／２０）の支出について
53,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 耕うん機　購入の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
15,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
33,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
31,678

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
46,863



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書『魔女ののろいアメ』外　購入の支出について
62,877

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
33,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
15,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
31,855

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き　第１集　製造の支出について
68,796

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式集塵機　購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバー外購入の支出について
48,654

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「中学生の道徳１」　外購入の支出について
18,018

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺し子糸外　購入の支出について
43,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ外購入の支出について
43,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 図書管理用ノートパソコン外購入の支出について
181,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 深型プランター　外購入の支出について
14,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラシックギター用セット弦購入の支出について
18,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニキーボード購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
31,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆　外　購入の支出について
52,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 琴爪　外　購入の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液外購入の支出について
34,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラダートレーナー外購入の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 天津スダレ　購入の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 テーピングテープ　外購入の支出について
49,272

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引きＮｏ．１製造請負の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書画カメラ外購入の支出について
186,667

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ハードル外　購入の支出について
146,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自転車購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
785,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 特別支援用教材購入の支出について
112,847

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
136,857

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エントランスマット　購入の支出について
147,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クォーツ掛時計　外　購入の支出について
70,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニング用そり外購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 体育館ラインテープ他の購入の支出について
80,719

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プライマー、外購入の支出について
175,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ライン引き外購入の支出について
34,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー外購入の支出について
120,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フリース購入の支出について
21,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シャトルコック外の購入の支出について
40,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 賞状用紙外購入の支出について
39,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用　樹脂ワックス　外　購入の支出について
25,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボール　外購入の支出について
94,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
578,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チェーンソー替刃外購入の支出について
85,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーンの購入の支出について
156,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外購入の支出について
30,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ４階教室（１年４組）窓ガラス入替工事の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替工事の支出について
2,484
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 本館３階教室窓ガラス補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 Ｂ館３階男子便所節水器不良修理の支出について
32,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動パンチ　修理の支出について
51,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
8,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 バウンダリーマイク用ケーブル修理の支出について
13,392

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 チューバ購入の支出について
399,978

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテントの購入の支出について
366,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 図書管理用ノートパソコン外購入の支出について
86,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤　ほか　購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 国際会計検定公式テキスト外購入の支出について
12,009

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 石鹸　外４点購入の支出について
57,013

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル　外　購入の支出について
62,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 金属製棚の購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰＣ用紙購入の支出について
9,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 オーディオプレーヤー購入の支出について
10,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 オープンスクール案内送付（６／１９）に係る送料の支出について
35,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　船車賃借料 中型バス　借上げの支出について
80,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「宝島」外購入の支出について
84,129

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール床の補修工事の支出について
183,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場埋設給水管漏水補修工事の支出について
190,188

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 照明器具補修工事の支出について
105,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 本館３階教室　漏水補修工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教室扇風機設置新設工事の支出について
161,524

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 顕微鏡　購入の支出について
172,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵本架　外購入の支出について
259,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ハードル運搬車購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 セーフティ跳び箱購入の支出について
46,818

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 耕うん機　外購入の支出について
209,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マイクロホンミキサーの購入の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ヘッジトリマ　購入の支出について
50,004

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ポータブルアンプ　購入の支出について
179,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式インパクトドライバー　購入の支出について
53,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＯＡ用椅子　購入の支出について
82,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月19日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 トランペット　購入の支出について
156,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
103,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノーパンク一輪車　購入の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホース　外購入の支出について
38,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土購入の支出について
6,091

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 塗料　他購入の支出について
118,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 白無地うちわの購入にかかる経費の支出について
36,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨て手袋他購入の支出について
8,586

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用算数ボックス購入の支出について
53,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 グラフ用紙購入の支出について
1,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シリコンゴムヘラ　外　購入の支出について
54,061

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
98,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガラス水槽外購入の支出について
61,460
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 粉末洗剤　外　購入の支出について
199,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育ケース外購入の支出について
37,794

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 調理用スプーン　外購入の支出について
51,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パヂチョゴリ外購入の支出について
125,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ステンレス包丁　外　購入の支出について
82,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 壁掛け扇風機　購入の支出について
39,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンイ　外　購入の支出について
40,608

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニグロッケン外購入の支出について
150,552

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビニールテープ外購入の支出について
64,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
43,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッジボール外購入の支出について
88,809

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除藻剤　購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
92,275

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校道徳教科書１年　外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カバーグラス外購入の支出について
32,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビブス購入の支出について
30,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ３年おさかな食育体験にかかる材料費（６／２１）の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　購入の支出について
85,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
85,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
16,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てマスク　外購入の支出について
56,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ヘッドホン　外購入の支出について
84,931

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗外購入の支出について
4,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　購入の支出について
12,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯洗剤購入の支出について
8,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤ苗　他購入の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替補修工事の支出について
19,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 男子多目的トイレ漏水修繕の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス補修工事の支出について
26,595

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 保健室シャワーセット取替工事の支出について
42,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 分校　玄関電子錠補修工事の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 １階家庭科室窓ガラス入替補修の支出について
3,996

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 蛍光灯取り替え補修工事の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 耕運機修理の支出について
14,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 エンジン刈払機修理の支出について
3,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン　修理の支出について
35,424

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室消毒保管庫修理の支出について
39,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 高圧洗浄機修理の支出について
18,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食調理室用焼物機修理の支出について
21,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年　社会見学にかかる児童交通費（６／２１）の支出について
27,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童交通費　外（６／２１）の支出について
3,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年体験学習にかかる交通費・入場料（６／２１）の支出について
6,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる交通費・入場料（６／２１）の支出について
9,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学（６／２１）の参加児童交通費・入場料の支出について
6,120
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費外（６／２１）の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／２１）の支出について
15,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる参加児童交通費（６／２１）の支出について
5,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年生社会見学にかかる参加児童交通費（６／２１の支出について
6,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 体験学習にかかる交通費及び入場料（６／２１）の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／２１）の支出について
21,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ２年社会見学にかかる児童交通費外（６／２１）の支出について
18,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
87,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「和太鼓松村組」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学（６／２１）の参加児童交通費・入場料の支出について
10,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体験学習にかかる交通費及び入場料（６／２１）の支出について
24,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる児童交通費　外（６／２１）の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費外（６／２１）の支出について
14,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年体験学習にかかる交通費・入場料（６／２１）の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる交通費・入場料（６／２１）の支出について
29,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年社会見学にかかる児童交通費外（６／２１）の支出について
40,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費（６／２１）の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののいアメ」外　購入の支出について
17,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいのアメ」　外　購入の支出について
35,408

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　魔女ののろいアメ他の購入の支出について
51,285

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球トレーニングボール　外購入の支出について
189,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
37,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 自主学習プログラム　購入の支出について
196,992

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学級旗　外　購入の支出について
22,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 綿棒　外　購入の支出について
70,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造請負の支出について
89,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 進路の手引き製造の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プロジェクター外　購入の支出について
144,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアオイル購入の支出について
104,652

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネットリード　外　購入の支出について
73,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ購入の支出について
29,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 リード線　他　の購入の支出について
47,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 拡声器　購入の支出について
19,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引き」製造の支出について
69,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クラリネット用リガチャー外購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
25,056

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外購入の支出について
42,282

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ギター弦セット　外　購入の支出について
26,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スピーカー購入の支出について
44,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットファイル外購入の支出について
74,949

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　購入の支出について
36,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台の購入の支出について
24,570

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 書道半紙　他　購入の支出について
115,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 両面版世界新地図の購入の支出について
54,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「社会科　中学生の地理」外購入の支出について
87,173

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
71,604

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランペットミュート　外　購入の支出について
154,332
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
194,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却パック外購入の支出について
26,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館３階２年１組教室破損ガラス入替工事の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
40,312

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行生徒付添施設入園料の支出について
28,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 卓球トレーニングボール　外購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 学級旗　外　購入の支出について
67,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカード　外の支出について
48,546

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 業務用排水管洗浄剤購入の支出について
31,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 掃除機　購入の支出について
32,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 写真用紙他の購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導要録　印刷費の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 梱包材他の購入の支出について
12,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フィキサチーフ他購入の支出について
109,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 外部用塗料　購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
77,745

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 可とう管ガス栓取替工事の支出について
4,762

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
30,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 トータルステーション修理の支出について
48,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 中学校向け体験入学等の案内文書送付（６／２０）の支出について
37,403

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 運動場スピーカー取替配線補修工事の支出について
166,644

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋外電設時計　補修工事の支出について
199,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 既設空調機（ＥＨＰ）ドレンアップキット取付工事の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 講堂高天井照明補修工事の支出について
160,963

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールテント撤去工事の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽定水位弁補修工事の支出について
286,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 玄関オートロック錠テンキー取付工事の支出について
159,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 インターホン取付増設工事の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
247,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯乾燥機購入の支出について
101,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 テント（ワンタッチ）購入の支出について
226,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ワンタッチテント　購入の支出について
260,820

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 複合レーザープリンター　購入の支出について
66,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 洗濯機他購入の支出について
201,305

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロータリーバンドソー　購入の支出について
82,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークーラー　購入の支出について
210,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 アクリル板購入の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 砂場用スコップ　購入の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 角パイプ　外　購入の支出について
9,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 たらい外購入の支出について
16,675

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 空間用虫よけ剤購入の支出について
38,610

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 単色おりがみ外購入の支出について
19,791

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 角パイプ外購入の支出について
44,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンタ用トナー　購入の支出について
169,776

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 硬質カードケース購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板他６点購入の支出について
89,930

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ざる　の購入の支出について
45,792
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 うさぎ用干し草　外購入の支出について
72,793

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 生垣バリカン購入の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
89,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たらい　外購入の支出について
227,556

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マレット　外　購入の支出について
55,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベスト（体育活動用）外　購入の支出について
94,473

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外　購入の支出について
63,936

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 角ザル外購入の支出について
21,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰購入の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本　社会科資料集５年　外　の購入の支出について
63,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フェルト外購入の支出について
139,797

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外購入の支出について
26,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 軽量人工芝　購入の支出について
26,325

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コースロープ外の購入の支出について
110,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 しゃもじ外購入の支出について
51,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土　外購入の支出について
5,886

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土外　購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 嘔吐物処理剤　外　購入の支出について
57,339

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 経口補水液　購入の支出について
9,850

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アクアスイーパーほか購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ペンキ　外　購入の支出について
69,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 油粘土　外　購入の支出について
289,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛇口パイプ外購入の支出について
29,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土外購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点眼薬　外　購入の支出について
37,802

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ　外　購入の支出について
195,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 枠板　外　購入の支出について
180,468

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花と野菜の土外購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ネット　購入の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 アゴゴベル他購入の支出について
16,686

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　購入の支出について
31,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ジョイントマット外　購入の支出について
178,167

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 道徳　教科書　１年　他購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式草刈機外購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シナベニヤ　外購入の支出について
27,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 苦土石灰　他購入の支出について
27,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 接着剤　外購入の支出について
300,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大容量トナーカートリッジ外の購入にかかる経費の支出について
100,599

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バスドラム　外購入の支出について
37,746

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学生の道徳「自分を見つめる１」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアホルダー　外　購入の支出について
49,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球あさがおの苗　外購入の支出について
15,444

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「新編新しい国語五」他　購入の支出について
14,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消臭スプレー　外　購入の支出について
45,330

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本わたしたちの大阪３・４年上外購入の支出について
235,854

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
353,210
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カスタネット外購入の支出について
23,166

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式生垣用バリカン購入の支出について
11,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書　小学生の音楽３年　外　購入の支出について
26,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コピー機用トナーカートリッジ外購入の支出について
125,859

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 舌圧子　外購入の支出について
105,598

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ウッドブロック外購入の支出について
113,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 用箋挟外購入の支出について
20,864

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 シップ外購入の支出について
19,347

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　酸素用　外　購入の支出について
32,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　印刷製本費 研究紀要印刷・製本の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 教室ドア窓入替工事の支出について
181,548

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓ガラス入替工事の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂自火報配線補修工事の支出について
63,504

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 外窓ガラス飛散防止工事の支出について
70,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
33,048

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴールボード修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修繕の支出について
35,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 チェーンソー修理の支出について
3,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外冷蔵庫修理の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機の修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
35,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 視力検査器修理の支出について
54,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 テントの修理の支出について
27,507

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスアンプ修理の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 通用門電気錠の修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
20,736

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動穿孔機　修理の支出について
23,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 二槽流し台排水部取替修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験活動にかかる参加児童交通費外６／２４の支出について
8,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童交通費入場料６／２４の支出について
18,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習に係る児童交通費外（６／２４）の支出について
6,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学に係る参加児童交通費（６／２４）の支出について
12,544

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調機フィルター清掃手数料の支出について
38,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞公演　業務委託の支出について
400,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布業務委託の支出について
34,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行下見にかかる自家用車通行料（６／２２）の支出について
8,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる児童交通費入場料６／２４の支出について
25,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ／１６）修学旅行に伴う付添職員にかかる入園料の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習に係る児童交通費外（６／２４）の支出について
9,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験活動にかかる参加児童交通費外６／２４の支出について
24,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 液晶テレビ購入の支出について
214,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 テント購入の支出について
269,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
109,653

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書　魔女ののろいアメ外購入の支出について
31,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」他購入の支出について
52,381
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ぼくとニケ」他購入の支出について
34,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
16,515

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」ほか購入の支出について
105,611

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
32,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
94,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいのアメ」外　購入の支出について
64,247

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
11,198

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
68,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
31,935

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
89,851

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
126,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 グラウンド用石灰外購入の支出について
214,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットスクリーン外購入の支出について
49,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教科書「中学書写」指導書「現代の国語」他　購入の支出について
242,697

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 現代国語朗読ＣＤ購入の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 冊子「進路の手引№１」製造請負の支出について
75,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「中学体育実技２０１９」の購入の支出について
65,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球ボール　外　購入の支出について
253,071

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 車いす　外の購入の支出について
33,863

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 殺虫剤外購入の支出について
10,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 横断幕用布　購入の支出について
4,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外　の購入の支出について
35,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 白布　外　購入の支出について
63,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 チョーク　他　購入の支出について
38,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤　他　購入の支出について
212,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 石けん液外購入の支出について
35,576

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 湿布外の購入の支出について
32,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てポリエチレン手袋外購入の支出について
29,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トランシーバー　購入の支出について
97,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ティンパニマレット　外購入の支出について
54,561

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ケント紙　外の購入の支出について
76,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 集気びん　外　購入の支出について
11,829

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 短冊　練習帳　外　購入の支出について
107,055

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラベル、外購入の支出について
36,965

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スツール　購入の支出について
16,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポリ袋　他　購入の支出について
22,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアスタンド　外　購入の支出について
20,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 やり　他　購入の支出について
168,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 エタノール　外購入の支出について
194,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トレーニングボール外購入の支出について
61,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 黒画用紙外購入の支出について
37,974

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウォッチ　外　購入の支出について
121,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 モップ替糸外購入の支出について
61,306

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 楽譜「ＳＡＫＵＲＡ」外購入の支出について
33,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（もと鶴橋中学校・５月分）の支出について
127,587

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 東館２階教室ガラス修理工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ３号館３階女子トイレ前窓ガラス入替工事の支出について
7,884
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 電話回線修繕工事の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
22,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 糸のこ盤修理の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 立替払による緊急タクシー代の支出について
2,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 委託料　委託料 樹木の薬剤散布の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 体育大会にかかる会場使用料の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マグネットスクリーン外購入の支出について
169,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 作品展示用ガラスショーケース購入の支出について
145,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 フロアスタンド　外　購入の支出について
58,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
118,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジオ　購入の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 電圧計　ほか　購入の支出について
41,375

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｔ字ほうき外　購入の支出について
135,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 紙モップ　購入の支出について
19,699

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 指導書　購入の支出について
48,006

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バレーボールネット　外　購入の支出について
68,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バケツ外　　購入の支出について
26,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＦＡＸ用トナーカートリッジ外　購入の支出について
12,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　備品修繕料 プリンター修理の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機および衣類乾燥機リサイクル回収料の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 クラブハウス周辺樹木伐採・剪定作業委託の支出について
214,164

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 グランド使用料５月使用分（６月２４日）の支出について
101,010

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置補修工事の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食室床面補修工事の支出について
44,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 分校止水栓漏水補修工事の支出について
149,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎ガラス補修工事の支出について
20,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 正門横オートロック付扉　補修工事の支出について
19,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ＧＨＰ室外機　修繕工事の支出について
372,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館漏水補修工事の支出について
99,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 職員室電話機増設工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防火扉配線補修工事の支出について
206,967

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 保健室外照明設備補修工事の支出について
245,430

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 防球ネット補修工事の支出について
399,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 デジタルタイマー　購入の支出について
63,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 コンサートバスドラム外購入の支出について
146,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 半自動溶接機　購入の支出について
75,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　　バレーボール支柱購入の支出について
262,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　トスバッティング用ネット　購入の支出について
43,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 耐火金庫　購入の支出について
87,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー購入の支出について
89,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ウォータークリーナー　購入の支出について
86,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マット購入の支出について
45,090

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ　購入の支出について
134,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報償費　報償金 学力向上にかかる講師謝礼の支出について
34,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 チョソンふれあい集会にかかる講師謝礼金の支出について
15,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 平和学習にかかる講師謝礼の支出について
6,450

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添看護師謝礼金の支出について
29,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 国際理解教育体験的活動（５／２０）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 学校図書館における児童・教職員への指導謝礼金の支出について
5,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行にかかる看護師謝礼金の支出について
37,583

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 外国語活動にかかる講師謝礼金の支出について
30,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 読み聞かせ指導　講師謝礼の支出について
5,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 研究授業参観、指導助言に伴う講師謝礼の支出について
11,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員謝礼金の支出について
25,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 クラブ活動にかかる講師謝礼金の支出について
3,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる指導員謝礼金の支出について
25,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 プログラミング学習授業にかかる講師謝礼金の支出について
18,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 チョソンふれあい集会にかかる講師謝礼金の支出について
13,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 全学年対象　図書「お話会」の講師謝礼金の支出について
3,341

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 人権教育指導にかかる講師謝礼（５／２６分）の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 多文化共生教育講師謝礼の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 ４，６年課内実践にかかる講師謝礼金の支出について
8,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 キャリア教育にかかる講師謝礼金の支出について
12,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 授業参観及び指導助言等にかかる講師謝礼金の支出について
54,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 異文化体験学習（１年）講師謝礼の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 自然体験学習にかかる付添指導員謝礼金の支出について
19,144

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報償費　報償金 算数研修会にかかる講師謝礼金の支出について
13,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
48,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール書庫購入の支出について
24,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
104,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 更紙購入の支出について
91,411

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 折込鋸外購入の支出について
43,956

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤外購入の支出について
15,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外購入の支出について
97,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ひな壇段板外購入の支出について
42,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 培養土　外　購入の支出について
20,088

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 除草剤　外　購入の支出について
26,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉛筆削り外購入の支出について
27,291

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 花の土外購入の支出について
32,011

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マス目黒板外購入の支出について
111,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネット式ボード購入の支出について
18,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤラジカセ外購入の支出について
43,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
140,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 パキスタン国旗　購入の支出について
9,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゲームベストジュニア購入の支出について
37,044

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポイト　外　購入の支出について
103,178

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画板外購入の支出について
41,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ板　購入の支出について
21,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 試薬ＤＰＤ錠剤外購入の支出について
48,735

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バランスボール　購入の支出について
7,900
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 はさみ外購入の支出について
298,620

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メッシュベスト　購入の支出について
15,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 給食室排水管通貫工事の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 シュレッダー修理の支出について
36,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送設備修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 消防用設備修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 電動缶切機修理の支出について
30,780

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 大阪体験学習にかかる児童交通費外（６／２５）の支出について
2,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる交通費　他（６／２５）の支出について
15,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学参加児童交通費（６／２５）の支出について
15,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（６／２５）の支出について
13,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ５年社会見学（６／２５）参加児童交通費の支出について
4,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 合同芸術鑑賞会にかかる児童交通費（６／２４）の支出について
5,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 音楽科体験学習にかかる参加児童、交通費の支出について
19,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年あべのハルカス見学児童交通費等（６／２５）の支出について
15,904

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
4,032

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 薬剤散布及び除草業務委託の支出について
176,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 大阪体験学習にかかる児童交通費外（６／２５）の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費および観覧料の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる交通費　他（６／２５）の支出について
32,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 春の遠足（キッズプラザ大阪）付添入館料の支出について
2,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年あべのハルカス見学児童交通費等（６／２５）の支出について
25,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ７月左専道運動場使用料（６／２４）の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ひな壇段板外購入の支出について
74,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外の購入の支出について
35,106

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
97,637

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」他購入の支出について
36,543

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
36,821

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
26,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 チェーンソー講習会講習料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 修学旅行付添にかかる指導員謝礼金の支出について
46,409

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 一泊移住看護師謝礼金の支出について
27,393

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 一泊移住付添にかかる指導員謝礼金の支出について
17,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報償費　報償金 １年生一泊移住にかかる看護師謝礼金の支出について
26,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 タグラグビーボール　外　購入の支出について
240,462

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 七宝ピンセット　外　購入の支出について
20,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 組やすり外　購入の支出について
186,352

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手芸わた　外　購入の支出について
105,310

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 彫刻刀　外　購入の支出について
100,432

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤　外　の購入の支出について
21,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スタンプ台外購入の支出について
52,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 横断幕　外　購入の支出について
21,870

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 むかで用ベルト外購入の支出について
41,607

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス入替工事の支出について
11,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育部室窓ガラス割替補修工事の支出について
35,964

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 特別支援教室　鍵修理の支出について
20,736
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ウォータークーラー修理の支出について
65,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 日本漢字能力検定検定料の支出について
205,625

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 報償費　報償金 美術科　５月分　モデル謝礼金の支出について
100,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット　外購入の支出について
55,350

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビデオカメラ　外　買入の支出について
39,601

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 固形墨　外　買入の支出について
99,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 図書館蔵書管理ソフトウエア　購入の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 薬用石鹸　外　買入の支出について
59,367

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校案内等送付にかかるメール便料金（６／２４）の支出について
39,294

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「京セラフィロソフィ」外購入の支出について
70,917

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 伐木チェーンソー特別教育受講料の支出について
14,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 ブースターポンプ修繕補修工事の支出について
98,064

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎屋上ダクト解体補修工事の支出について
518,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 学校用オルガン購入の支出について
176,472

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 特別支援教育用ペグ　購入の支出について
39,690

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 書画カメラ購入の支出について
220,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 木製玩具の購入の支出について
21,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鍵盤ハーモニカ用卓奏用パイプ　購入の支出について
8,998

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 ５月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
1,340,483

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 換気扇購入の支出について
129,168

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土購入の支出について
5,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
43,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素測定紙外購入の支出について
19,172

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タブレットドリル購入の支出について
134,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
104,756

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カッターマット外　購入の支出について
36,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外　購入の支出について
73,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマウス　購入の支出について
47,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ノート黒板　購入の支出について
24,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 拡大機用ロールペーパー購入の支出について
59,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学教科書「中学生の道徳」外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ワックス　外　購入の支出について
166,110

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブラインド　購入の支出について
259,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷シップ外購入の支出について
20,314

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 コールドスプレー　外購入の支出について
17,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗石鹸外購入の支出について
38,811

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
271,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ミニヒマワリの苗　外　購入の支出について
52,326

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 環境管理温湿度計購入の支出について
9,126

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 不織布外購入の支出について
56,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ　外　購入の支出について
124,101

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外購入の支出について
118,072

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
117,477

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い用石鹸外購入の支出について
198,999

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料　外　購入の支出について
58,104

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 上質紙外購入の支出について
45,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ザリガニ外購入の支出について
41,030
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
61,184

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「かつどうずかん」購入の支出について
38,997

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
156,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土外の購入の支出について
14,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　購入の支出について
36,183

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 視力検査表外購入の支出について
49,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 三脚脚立購入の支出について
11,448

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管　他購入の支出について
217,407

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 クラベス外購入の支出について
25,876

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ティーボール外購入の支出について
30,402

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 評価用学習シール購入の支出について
10,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーケース購入の支出について
61,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 椅子外購入の支出について
33,211

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フロアーケース購入の支出について
123,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鉄棒補助パッド　外　購入の支出について
78,451

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール　外　購入の支出について
177,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホルダー付ファイル外購入の支出について
48,266

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル握力計外購入の支出について
124,206

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外　購入の支出について
165,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 ５月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
75,090,438

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガスコック補修工事の支出について
7,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 講堂トイレ壁面補修工事の支出について
138,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼物機修理の支出について
13,176

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 食器洗浄機修理の支出について
47,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ルームエアコン修理の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 放送機器接続コード修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 回転釜　修理の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室牛乳保冷庫修理の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 乾燥機リサイクル料外の支出について
3,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる参加児童交通費（６／２６）の支出について
16,128

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ６年社会見学に係る参加児童交通費（６／２６）の支出について
16,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる参加児童交通費および入場料の支出について
6,292

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／２６）の支出について
6,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 校外活動にかかる参加児童交通費（６／２６）の支出について
14,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費外（６／２６）の支出について
12,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 社会見学にかかる参加児童交通費（６／２６）の支出について
17,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学参加児童交通費外（６／２６）の支出について
18,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 乾燥機リサイクル料外の支出について
4,968

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「クラウンサーカス」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 にがり散布業務委託の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞「ベストクラシック」公演業務委託の支出について
280,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ３年社会見学にかかる参加児童交通費および入場料の支出について
7,920

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 社会見学にかかる参加児童交通費外（６／２６）の支出について
25,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ４年社会見学参加児童交通費外（６／２６）の支出について
20,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 椅子外購入の支出について
132,650

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 洗濯機の購入の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 マーチングキーボード　購入の支出について
61,560
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 高圧洗浄機の支出について
78,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
34,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
17,642

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
35,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」他購入の支出について
15,782

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」他購入の支出について
44,031

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
53,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マグネットシート　外購入の支出について
172,573

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 床用ワックス外　購入の支出について
73,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 生徒手帳　製造の支出について
5,713

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 きゅうり苗外購入の支出について
14,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 学習参考書「とってもやさしい理科」外購入の支出について
103,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜の苗外　購入の支出について
18,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 サッカーボール他購入の支出について
41,202

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ミシン糸外　購入の支出について
299,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球用ラケット　外　購入の支出について
23,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ガーデンフェンスの購入の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ベニヤ　外購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外の購入の支出について
67,705

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ソフトテニスボール（公認球）購入の支出について
74,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 卓球ボール　購入の支出について
26,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 シンバル外　購入の支出について
238,140

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆外　購入の支出について
140,119

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「資料カラー歴史」外の購入の支出について
50,001

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 伸縮性粘着包帯　外購入の支出について
19,710

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ホースリール外購入の支出について
34,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 カーテン購入の支出について
81,648

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 散水ホースリール　外　購入の支出について
32,724

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルト片手リコーダー　購入の支出について
24,190

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
348,923

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 草刈機外購入の支出について
162,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 豆球ほか購入の支出について
54,259

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 ５月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
25,677,906

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインダーの修理の支出について
16,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 液晶テレビ　修理の支出について
169,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 フルート修理の支出について
19,656

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 裁断機修理の支出について
12,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ピッコロ修理の支出について
24,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理の支出について
62,640

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫回収料　外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫回収料　外の支出について
3,672

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 プロジェクター　購入の支出について
124,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジの購入の支出について
6,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリント作成ソフト　購入の支出について
13,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ他の購入の支出について
33,151

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｗｉ－Ｆｉルーター　外　購入の支出について
30,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 色鉛筆他購入の支出について
66,744
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ２穴パンチ他購入の支出について
124,225

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ドレッサーホルダー　外購入の支出について
173,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 ５月分使用料　　　　　　　　　　　　　　の支出について
10,293,734

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防災管理新規講習受講料の支出について
9,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館床バレーボール支柱基礎補修工事の支出について
286,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールテント補修工事の支出について
266,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールテント補修工事の支出について
246,969

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールフェンス補修工事の支出について
486,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 プールサイド床補修工事の支出について
553,532

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ショーケース　購入の支出について
299,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 マルノコ盤　購入の支出について
56,808

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 業務用掃除機　購入の支出について
44,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プールデッキ　購入の支出について
79,704

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 卓上ミニベルダー　購入の支出について
53,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 作品乾燥棚　購入の支出について
59,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ロイター版運搬車　外　購入の支出について
213,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 飼育ケース　特大購入の支出について
11,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 園芸用土ほか購入の支出について
17,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　備品修繕料 インターホンカメラ子機ケース上交換修繕の支出について
6,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 園外保育に伴う付添職員入園料（７／１）の支出について
1,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 木工刷毛　外　購入の支出について
40,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌パック　外　購入の支出について
121,824

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド外購入の支出について
744,529

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール　購入の支出について
7,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外の支出について
40,597

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 透明プラスチック板　外購入の支出について
10,488

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 タコ糸　外購入の支出について
265,943

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗剤外購入の支出について
53,946

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 焼物機用ミニバットほか　購入の支出について
215,892

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色上質紙外購入の支出について
54,189

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 丸型プランター外購入の支出について
44,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 図書ラベル外　購入の支出について
28,715

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 絵本棚外　購入の支出について
181,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＰフラットファイル外購入の支出について
75,742

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大型プリンター用インク　外購入の支出について
52,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 カラー手袋外購入の支出について
47,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジタワシ　外購入の支出について
242,028

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 数え棒　外　購入の支出について
127,550

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性樹脂ワックス外　購入の支出について
156,924

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 給水ポンプ　購入の支出について
25,175

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 石灰　外　購入の支出について
240,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ブックカバーフィルム　外購入の支出について
176,577

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ外購入の支出について
13,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 食器用洗剤外　購入の支出について
95,130

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＣＤデッキ外　購入の支出について
41,940

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 保健室用フロアマット購入の支出について
56,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷凍冷蔵庫購入の支出について
66,528
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ガス検知管　外　購入の支出について
17,874

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＤカードほか購入の支出について
58,687

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 リトマス試験紙　外　購入の支出について
16,615

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 竹バー外購入の支出について
40,689

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 国語辞典他購入の支出について
70,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 日本教育新聞　定期購読（４～５月分）の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 習字半紙　外　購入の支出について
61,714

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外　の購入にかかる経費の支出について
385,836

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪３・４上」外　購入の支出について
174,790

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 精製水外購入の支出について
42,456

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おはながみ　外　購入の支出について
108,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 副読本「わたしたちの大阪　上」　購入の支出について
73,815

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 集じん機　外　購入の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 割りばし　外　購入の支出について
135,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 たわし外購入の支出について
55,501

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 得点板　外　購入の支出について
169,425

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 人工芝購入の支出について
60,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
305,212

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外購入の支出について
116,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 メトロノーム外購入の支出について
89,910

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 サーキュレーター　購入の支出について
37,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 気体検知管外購入の支出について
76,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＰＶＡ洗濯のり　他　購入の支出について
41,260

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ライトドッチボール外　購入の支出について
46,494

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス入替補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 便所便器詰まり補修工事の支出について
50,112

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 運動場レピーター盤配線補修の支出について
26,460

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 窓硝子補修工事の支出について
7,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 プールコンセント補修工事の支出について
79,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
14,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
16,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ブラインド補修の支出について
123,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 屋外時計　修理の支出について
60,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷凍冷蔵庫リサイクル回収料他の支出について
3,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ４年社会見学にかかる児童交通費（７／１）の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 エアコン廃棄処分にかかる経費の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 ３年社会見学にかかる児童交通費（７／１）の支出について
5,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷凍冷蔵庫リサイクル回収料他の支出について
7,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 エアコン廃棄処分にかかる経費の支出について
972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 「中国民族芸術」公演業務委託の支出について
270,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除業務委託の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃請負（プールサイド含む）業務委託の支出について
64,476

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
93,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
73,440

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 樹木害虫防除作業業務委託の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽劇「シンデレラ」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 校内空調設備清掃業務委託の支出について
94,068
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務　委託料の支出について
87,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「オズの魔法つかい」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「能楽」公演業務委託の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 沢之町グラウンド使用料７月分の支出について
69,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 集じん機　外　購入の支出について
152,712

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 エアコンの購入にかかる経費の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
31,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろい　外」　購入の支出について
31,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
50,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド外購入の支出について
174,264

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教師用教科書「国語２年」他購入の支出について
37,753

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 作戦盤外購入の支出について
58,150

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 技術科プログラミングロボ　購入の支出について
182,912

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木材標本外購入の支出について
46,980

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 パルスオキシメーター外購入の支出について
64,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
30,434

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スクリーンパネル外の購入の支出について
299,991

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 譜面台　外　購入の支出について
72,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教材用ＤＶＤ－Ｒ「幼児の生活と心身の発達」購入の支出について
30,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手押し運搬車　外購入の支出について
81,525

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 裁ちばさみ　外購入の支出について
141,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル購入の支出について
28,404

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水性塗料外購入の支出について
101,574

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式インパクトドライバー外購入の支出について
223,453

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式掃除機ほか購入の支出について
63,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル教科書　外　購入の支出について
79,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 普通教室扉補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 収納庫（トレー書庫）外　購入の支出について
126,252

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ある晴れた夏の朝」外購入の支出について
9,331

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸の土　外　購入の支出について
28,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤ用電極パッド外購入の支出について
18,647

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 皮手袋　外購入の支出について
87,804

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 刃物研磨機の購入の支出について
23,328

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ワイヤレスマイク　外購入の支出について
113,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ビート板　ほか　購入の支出について
183,249

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
134,180

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計・分析処理業務委託の支出について
147,405

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「クライム・マシン」外購入の支出について
173,235

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 屋上プールフェンス補修工事の支出について
496,203

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール排水弁取替補修工事の支出について
464,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター補修工事の支出について
185,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校舎棟外部漏水補修工事の支出について
289,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール底面補修工事の支出について
999,540

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール日よけ張替工事の支出について
507,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール底面塗装工事の支出について
972,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 電動２穴パンチ　購入の支出について
120,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 跳び箱　購入の支出について
183,060
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式ブロワ　購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 パンフレットケース購入の支出について
104,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 棒高跳び用ポール　購入の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 折畳アルミ製担架　購入の支出について
79,531

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 逆上がり補助器　購入の支出について
49,248

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ＳＤ／ＣＤレコーダー　外　購入の支出について
97,848

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 屋内用マット購入の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 カラー布粘着　外９件の購入の支出について
62,748

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 需用費　消耗品費 国語学習ドリル　購入の支出について
282,562

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用土　　　購入の支出について
7,950

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立購入の支出について
22,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 レールファイル　外購入の支出について
143,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 使い捨てエンボス手袋　外購入の支出について
24,871

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 名札購入の支出について
23,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ビーカー　外　購入の支出について
263,238

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
63,822

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
41,340

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 おりがみ外購入の支出について
32,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 浮島外購入の支出について
76,329

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 飼育ケース外購入の支出について
26,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外　購入の支出について
130,723

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙　外購入の支出について
34,740

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 モップしぼり　外購入の支出について
74,396

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 脚立外購入の支出について
13,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鼻栓　外　購入の支出について
281,470

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ＡＥＤパット外の購入の支出について
42,606

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 浮島　購入の支出について
25,632

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消しゴム　外購入の支出について
147,415

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 鯉の餌　購入の支出について
18,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 さつまいも苗　外　購入の支出について
61,707

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用洗剤　外購入の支出について
46,433

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ポケットホルダー外購入の支出について
99,792

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 園芸用支柱外購入の支出について
26,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防水絆創膏外購入の支出について
28,356

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール　外　購入の支出について
143,186

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火用バケツ外　購入の支出について
74,039

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 蛇口　外　購入の支出について
43,437

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ザリガニ外購入の支出について
189,520

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バトミントンラケット外購入の支出について
36,060

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 歯牙保存液　外購入の支出について
36,502

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水平ガマ用ボビン外購入の支出について
166,199

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腕時計外購入の支出について
120,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水質検査試験紙外購入の支出について
69,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ購入の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴーヤの苗　外　購入の支出について
43,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 せっけん液　外　購入の支出について
62,970

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 画用紙外購入の支出について
111,610
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 まな板外　購入の支出について
50,868

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 書初め用筆外　購入の支出について
94,475

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外の購入の支出について
286,624

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科用図書「特別の教科　道徳」購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 芝生用バリカン　外購入の支出について
17,841

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
193,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 星座早見盤　外　購入の支出について
125,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 直線定規外購入の支出について
83,805

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 金網　外　購入の支出について
136,778

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 紙粘土　外　購入の支出について
141,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校用道徳教科書外購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水泳帽子外購入の支出について
32,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水性ワックス　外　購入の支出について
47,042

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホース止め購入の支出について
2,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホルダー型ファイル　外　購入の支出について
167,124

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 腐葉土　外　購入の支出について
264,490

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 Ｌ型ガラス管外購入の支出について
66,664

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 方眼黒板購入の支出について
34,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プログラミングロボット　購入の支出について
132,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 通知表用ファイル他購入の支出について
40,812

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 洋式トイレロータンク補修工事の支出について
42,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラス取替補修工事の支出について
28,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 オートロック設備配線等補修工事の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 校内破損ガラス入替補修工事の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 破損ガラス修理の支出について
17,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 ガラスの張替補修工事の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 倉庫スイッチ補修工事の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
20,844

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 登り棒補修の支出について
99,360

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 フードスライサ修理の支出について
21,988

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 焼き物機扉パッキン修繕の支出について
39,852

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
33,480

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 ミシン修理の支出について
48,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機修理の支出について
91,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 デジタル一眼レフカメラ修理の支出について
27,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 インターホン修理の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 校内放送設備修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 衣類乾燥機収集運搬料外の支出について
5,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 食器消毒保管庫点検調整の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 教室空調室内機・換気扇フィルター清掃手数料の支出について
72,165

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調機フィルタ及び換気扇清掃手数料の支出について
50,673

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 衣類乾燥機収集運搬料外の支出について
4,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 空調機フィルタ清掃の支出について
56,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 桜樹木害虫駆除業務委託の支出について
58,320

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫防除作業業務委託の支出について
34,560



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃　業務委託の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 バスドラムの購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 モップしぼり　外購入の支出について
99,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
70,721

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」ほか購入の支出について
16,622

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
214,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書魔女ののろいのアメ外購入の支出について
88,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外　購入の支出について
35,043

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 錫湯口外購入の支出について
69,768

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 養液栽培セット他　購入の支出について
34,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 とげ抜きルーペ他購入の支出について
65,759

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 粘土　他　購入の支出について
41,730

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 滅菌シャーレ　ほか購入の支出について
38,372

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 巻はんだ　外購入の支出について
39,182

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＤＰＤ錠剤　他　購入の支出について
50,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 実験用プレパラート外購入の支出について
10,108

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 手指消毒剤購入の支出について
15,120

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
44,496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 絵の具　外購入の支出について
25,590

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ外購入の支出について
135,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ２つ穴ボタン　外　購入の支出について
29,592

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＳＰＦ材外購入の支出について
214,758

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 アルコール温度計外購入の支出について
85,276

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリヤーホルダー　外購入の支出について
77,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コードレス掃除機外の購入の支出について
34,041

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラグビーボール外購入の支出について
37,017

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 教室床用ワックス外購入の支出について
82,728

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ポスターカラー　外購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コミック用ペンマーカーほか購入の支出について
73,580

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ゴムはんこ　外購入の支出について
21,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 穴あきゴム栓　外購入の支出について
283,932

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ＧＨＰ修繕用部品購入の支出について
496

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 フラットファイル外購入の支出について
37,929

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 鎮痛消炎用冷感湿布剤外購入の支出について
24,962

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 木工用接着剤外購入の支出について
29,916

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 布やすり　ほか　購入の支出について
68,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 信楽粘土購入の支出について
56,894

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　建物修繕料 ポンプ室入口扉ガラス入替工事の支出について
15,660

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 すだれ取替修理の支出について
84,153

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 クラリネット修理の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 電話機修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　手数料 印刷室用　裁断機　歯研ぎ　手数料の支出について
37,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 テント外レンタル料の支出について
261,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　校用器具費 木工用接着剤外購入の支出について
73,846

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
55,170
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 赤松集成材他の購入の支出について
58,860

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ　外　買入の支出について
96,849

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 背泳標識三角旗セット他購入の支出について
19,008

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　印刷製本費 進路の手引き印刷の支出について
74,100

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 水道使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
603,810

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 委託料　委託料 スポーツテスト集計・分析処理業務委託の支出について
52,500

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 携帯電話の借入の支出について
5,621

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 ＨＤＭＩケーブル　外　購入の支出について
100,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 備品購入費　校用器具費 背泳標識三角旗セット他購入の支出について
135,081

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 ゴミ箱　外　購入の支出について
94,257

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールテント補修工事の支出について
325,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 給食調理室出入口扉取替補修工事の支出について
203,094

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プールろ過装置Ａ－１フィルター修理工事の支出について
157,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校内インターホン取替工事の支出について
48,492

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 エアコンの入替工事の支出について
623,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 鉄棒支柱補修工事の支出について
129,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 普通教室壁掛扇風機新設工事の支出について
240,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教室ＬＡＮコンセント配線工事の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 網戸設置工事の支出について
92,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入の支出について
271,890

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 衣類乾燥機購入の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ゴミ箱　外　購入の支出について
234,284

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 絵画作品乾燥棚購入の支出について
57,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 一槽シンク購入の支出について
88,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 充電式ブロワ購入の支出について
49,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ミシン購入の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 オルガン購入の支出について
155,304

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 配膳台　購入の支出について
125,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 裁断機購入の支出について
322,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 プリーズコート他購入の支出について
20,628

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 鉄棒の購入の支出について
19,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
2,487,270

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 バドミントンラケット購入の支出について
26,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
82,080

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール購入の支出について
49,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　購入の支出について
19,612

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 中学校教科用図書購入の支出について
1,287

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 手洗い石けんボトル外購入の支出について
22,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フードプロセッサー購入の支出について
17,250

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 インクカートリッジ　外　購入の支出について
75,708

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 樹脂ワックス外購入の支出について
120,744

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタルカメラ　外　購入の支出について
64,692

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙　外購入の支出について
80,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 フル２線式リモコン　外購入の支出について
24,732

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防災ずきん購入の支出について
207,915

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ハンドブラシ外購入の支出について
180,252
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 大音量電子ホイッスル　外　購入の支出について
84,591

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチール回転書架　外購入の支出について
9,588

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 野菜用混合培養土外購入の支出について
26,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
25,639

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 版画和紙外購入の支出について
92,482

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ダイナミックマイクロフォン　購入の支出について
11,880

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 洗濯用合成洗剤外購入の支出について
9,157

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 防水テープ　外　購入の支出について
116,316

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 屑入れ外購入の支出について
107,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 耳鏡外１４点の購入の支出について
71,422

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチツール外購入の支出について
39,960

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スノコ購入の支出について
78,344

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 吸引ホース　外　購入の支出について
9,784

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 印刷機インク　他　購入の支出について
87,220

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル温湿度計外購入の支出について
37,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ドッジボール黄色１号球外購入の支出について
66,636

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 水溶性つやだしニス　外　購入の支出について
44,315

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 冷却シート外　購入の支出について
18,154

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 つい立外購入の支出について
59,171

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 琉球朝顔の苗外購入の支出について
17,884

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ホース　外購入の支出について
34,495

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 剪定鋏　外　購入の支出について
18,036

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール他購入の支出について
14,096

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 雑誌「健康教室（４～７月号）」購読料の支出について
2,695

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 太鼓バチ外購入の支出について
4,536

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 点字紙　他　購入の支出について
94,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 児童用１００珠そろばん　外　購入の支出について
149,380

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 ピーマン苗　外　購入の支出について
146,986

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
84,866

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 充電式クリーナー　外１点の購入の支出について
44,928

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 赤玉土　外　購入の支出について
26,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 消火用ポリバケツ　外　購入の支出について
190,497

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 学習シール外　購入の支出について
67,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 プール用殺菌消毒剤購入の支出について
38,232

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 虫眼鏡外購入の支出について
56,082

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 残留塩素試験紙購入の支出について
27,216

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 スチロール丸形水槽外購入の支出について
114,050

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー購入の支出について
2,694

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
445,046

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
1,096,564

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 玄関門扉ヒンジ取替補修工事　の支出について
87,156

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 受水槽補修工事の支出について
95,040

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　建物修繕料 アコーディオンカーテン取替補修工事の支出について
198,720

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室回転釜修理の支出について
21,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 バスケットゴール修理の支出について
102,384

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 給食室　固定釜修理の支出について
43,200
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 三槽シンク　修理の支出について
28,512

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 需用費　備品修繕料 牛乳保冷庫修理の支出について
24,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 洗濯機家電リサイクル料・回収運搬料にかかる経費の支出について
2,376

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　通信運搬費 冷蔵庫家電リサイクル料および回収運搬料の支出について
7,020

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 冷蔵庫家電リサイクル料および回収運搬料の支出について
9,288

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 洗濯機家電リサイクル料・回収運搬料にかかる経費の支出について
2,484

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 役務費　手数料 壁取付扇風機の清掃の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「アラジン」公演業務委託の支出について
250,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 影絵劇鑑賞「ゲゲゲの鬼太郎」公演業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
64,584

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
76,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃　業務委託の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
64,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
84,240

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞公演業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 音楽鑑賞会業務委託の支出について
200,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 害虫駆除作業業務委託の支出について
53,568

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 劇鑑賞会「もったいないミュージカル」業務委託の支出について
150,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 芸術鑑賞「影絵人形劇」業務委託の支出について
300,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 委託料　委託料 プール清掃業務委託の支出について
69,984

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 ２年春の遠足　教職員分入場料の支出について
1,800

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 使用料及賃借料　使用料 修学旅行　カヌー体験料の支出について
122,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 スチール回転書架　外購入の支出について
125,224

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　校用器具費 太鼓バチ外購入の支出について
219,888

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
67,007

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
120,862

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ぼくとニケ」外の購入の支出について
63,059

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
164,113

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室図書　魔女ののろいアメ他購入の支出について
59,443

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
50,255

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書館用図書「魔女ののろいアメ」外購入の支出について
30,948

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「魔法ののろいアメ」外購入の支出について
56,952

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 小学校費 校費 負担金、補助及交付金　会費 防火管理講習受講料の支出について
8,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 試験管他購入の支出について
39,830

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ラインテープ外購入の支出について
59,400

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙他購入の支出について
39,661

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 色画用紙外購入の支出について
159,840

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 マルチコネクトコンポ　外　購入の支出について
108,972

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 スポンジ　外購入の支出について
211,221

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 筆ペン　外購入の支出について
13,452

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 プール殺菌消毒剤　購入の支出について
186,300

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 噴霧器　外　購入の支出について
22,464

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 バスケットボール外の購入の支出について
118,449

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙外購入の支出について
14,256

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 軟式野球用ヘルメット　ほか購入の支出について
114,318

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ペンキ外の購入の支出について
49,788

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか購入の支出について
68,320
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教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 刺繍糸　外　購入の支出について
126,872

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 英語科指導用ＣＤ　外購入の支出について
117,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 野球用レガーズ外購入の支出について
98,420

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 燻煙式殺虫剤　外　購入の支出について
69,102

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 水鳥シャトルコック　外　購入の支出について
196,209

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 コンパネ　外購入の支出について
29,700

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トイレ用洗剤外　購入の支出について
121,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 デジタル製版用原紙購入の支出について
30,024

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 階段用アートシール　外　購入の支出について
52,530

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 クリアファイル　購入の支出について
23,750

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 ストップウオッチ　外購入の支出について
40,878

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジ　外　購入の支出について
15,897

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
379,377

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 ワイヤレスチューナー修理の支出について
17,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 印刷機の修理の支出について
16,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 需用費　備品修繕料 楽器修理　チューバ外の支出について
73,332

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 体育大会荷物運搬の支出について
22,680

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 役務費　通信運搬費 運動会用物品運搬業務委託の支出について
71,280

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 中学校費 校費 備品購入費　図書購入費 図書室用図書「ある晴れた夏の朝　他」購入の支出について
48,838

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 簡易担架購入の支出について
27,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 副教材「ＩＴパスポート試験問題集」外購入の支出について
61,701

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 縫い針　他購入の支出について
14,423

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 プリンター　他　購入の支出について
99,662

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 フットサル用ゴールネット　他　購入の支出について
13,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　消耗品費 眼帯外購入の支出について
36,207

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　光熱水費 電気使用料（５月分）　　　　　　　　　　の支出について
284,474

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 需用費　建物修繕料 体育準備室　給水管漏水補修工事の支出について
23,760

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 学校案内発送にかかる経費（６／２８）の支出について
35,856

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 役務費　通信運搬費 就職応募書類送付に伴う切手　外購入（６／２８）の支出について
60,030

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 インスタントセメント　購入の支出について
1,944

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育準備室　ガス栓取替補修工事の支出について
7,290

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 校長室クロス貼替工事の支出について
108,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 張込みスクリーン　吊り金具補修工事の支出について
83,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 受水槽漏水補修工事の支出について
180,900

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 プール用受水槽定水位弁取替補修工事の支出について
299,160

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　建物修繕料 体育館吊り下げ式バスケットゴールの補修工事の支出について
885,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 フードスライサー置台　購入の支出について
264,600

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 プールフロア　購入の支出について
112,000

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 ゴミ集積保管容器購入の支出について
61,560

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 移動式ボード購入の支出について
48,382

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 片面傾斜書架　購入の支出について
151,200

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 全自動洗濯機　購入の支出について
69,336

教育委員会事務局 学務担当（校園ネット） 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 備品購入費　校用器具費 　微風速計　購入の支出について
95,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,396

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,933

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,954

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
24,402
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,013

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
27,109

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
6,970

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,466

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,403

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,612

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,777

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
47,088

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,576

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
24,058

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,715

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,954

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
31,386

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,949

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
386,248

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
83,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
34,856

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
86,112

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
14,164

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
33,884

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
40,365

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
68,480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
24,118

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
298,199

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
247,735

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
279,851

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
349,994

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
49,227

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
42,870

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,431

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
82,237

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
77,588

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
48,830

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
36,268

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,750

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
330,536

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
231,048

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
135,888

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
226,049

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
42,998

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
262,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
49,680

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
21,735

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
198,982

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
41,832

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
195,216

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
291,078
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
53,680

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
42,912

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
23,672

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
240,580

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
32,399

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
47,110

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,294

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
31,841

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
592,860

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
34,705

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
35,604

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
231,021

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
161,854

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
267,012

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
36,415

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
189,649

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
14,337

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
41,569

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
58,269

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
7,832

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
77,654

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
21,225

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月07日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
10,910

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
57,840

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
515,979

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
7,262

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,758

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
3,082

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
3,268

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
3,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
11,530

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,808

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
30,983

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
2,418

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
4,824

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
440

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
34,700

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,150

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
3,460

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
27,980

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
910

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
16,450

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
160

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
45,938

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
164,449
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
420

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,534

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
5,050

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
400

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
840

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
504

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
3,524

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
4,958

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
414

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
2,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
22,729

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
23,758

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
684

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,355

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
640

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,226

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
2,207

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
87,150

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
56,599

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
57,568

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
9,658

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
13,586

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
33,768

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
4,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
71,447

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,068

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
13,602

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
5,302

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
14,340

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
7,602

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
30,038

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
6,046

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
13,570

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,508

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
2,016

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
15,922

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
12,442

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
32,038

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
5,760

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
18,292

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
8,354,213

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
19,090

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
514,242

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
51,700

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
82,188
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
62,328

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
11,008

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
73,518

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
32,664

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,786

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
49,749

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
18,464

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
19,360

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
43,282

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
23,738

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,792

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
846

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
18,762

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
7,616

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
70,589

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
42,500

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
15,722

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
62,254

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
43,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
4,370

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
8,924

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
14,316

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,330

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
16,314

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
145,532

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
5,488

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,308

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
8,692

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
6,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
5,550

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
11,708

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
23,226

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
46,456

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
4,692

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,506

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
36,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
6,918

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
2,520

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
293,242

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
6,338

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
3,844

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
8,752

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,914

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
12,820

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
30,420

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
18,912

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
9,368
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,314

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
6,012

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,618

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
6,100

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
13,222

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
8,396

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
9,040

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
7,630

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
17,080

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
17,972

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,646

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
8,036

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
45,494

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
13,708

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
558

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,378

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
8,762

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,710

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
16,232

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
6,356

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
23,652

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
16,546

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,512

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
8,520

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
9,800

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
288,652

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
43,356

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
357,560

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
14,960

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
1,161,656

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
2,225,909

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
252,747

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　４月分）の支出について
1,120

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
414,529

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
232,192

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
43,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
48,930

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
227,268

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
28,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
32,695

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,638

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
21,898

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,080

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
22,120

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
14,640

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
10,480

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
19,332
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
9,540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
331,708

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
66,572

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
174,084

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
278,531

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
3,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
30,225

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
337,120

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
233,721

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
64,610

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
374,402

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
439,756

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
103,230

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
330,317

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
40,777

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
69,366

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
419,616

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
43,185

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
38,130

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
381,327

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
417,856

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
487,832

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
69,498

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
30,586

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
44,267

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
190,646

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
31,423

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
37,641

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
219,216

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
86,200

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
425,104

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
26,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
29,586

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
44,632

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
115,220

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
39,702

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
833,832

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
34,982

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月17日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管内出張旅費（　５月分）の支出について
26,338

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第１期の支給について
25,506,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月20日 一般会計 教育費 小学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第１期の支給について
145,420,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月20日 一般会計 教育費 中学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第１期の支給について
65,347,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月20日 一般会計 教育費 高等学校費 教職員費 報酬　校医等報酬 校医等報酬第１期の支給について
11,352,900

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
33,320

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,992

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
24,882

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
8,872
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
11,954

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
52,823

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
5,159

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,573

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,419

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
35,535

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
3,652

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
42,923

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
48,976

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
35,532

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
21,492

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
72,564

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
47,720

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
54,754

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
35,540

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
59,808

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
110,234

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
834,556

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
51,257

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
41,075

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
78,414

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
50,994

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
380,369

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
339,180

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
70,000

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
250,240

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
466,630

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
51,610

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
212,555

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
300,817

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
56,093

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
341,348

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
182,910

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
31,371

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
279,862

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
33,872

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
51,284

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
312,410

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
358,477

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
81,908

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
379,512

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
27,477

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
48,664

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
20,886

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
28,252

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
391,190

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
148,736
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教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
22,880

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
1,412,060

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
71,876

教育委員会事務局
給与・システム担当（校
園ネット）

令和元年06月27日 一般会計 教育費 高等学校費 校費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について
123,670

消防局 総務課 令和元年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複合機及び関連消耗品の経費の支出について（４月分）
3,110

消防局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（あべのシャルム）の支出について（５月分）
8,106

消防局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　電話使用料（北消防署梅田出張所北方面隊）の支出について（５月分）
3,511

消防局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 予防広報用　電話使用料（広報パソコンプロバイダ料）の支出について（４月分）
2,678

消防局 総務課 令和元年06月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　立葉出張所水道料金の支出について（４月分）
20,083

消防局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　其他委員等旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
2,150

消防局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
120,723

消防局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　地方公共団体契約実務の要点（追録95－98号）の買入及び同経費の支出について
9,975

消防局 総務課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 庁舎管理用　ＬＰＧ料金の支出について（５月分）
30,930

消防局 総務課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　航空隊基地水道料金の支出について（４月分）
1,868

消防局 総務課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ２室分）の支出について（５月分）
5,404

消防局 総務課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（方面隊イリジウム）の支出について（４月分）
5,900

消防局 総務課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 ヘリ動態管理用　データサービス利用料（航空隊イリジウム）の支出について（４月分）
53,444

消防局 総務課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成31年度大阪市消防局庁舎ほか90か所産業廃棄物収集運搬処理業務委託料（４月分）の支出について
758,160

消防局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　地域冷暖房ガス料金の支出について（５月分）
12,643

消防局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 総務課用　管外出張旅費の支出について（第71回全国消防長会総会等）
79,600

消防局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　梅田出張所光熱水費の支出について（５月分）
178,270

消防局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（小川ハイツ）の支出について（５月分）
2,702

消防局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成31年度大阪市消防局庁舎ほか８８か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（４月分）の支出について
404,863

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,450

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
32,972

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,570

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,820

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（５月分）
8,911

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　立葉出張所電気料金の支出について（５月分）
67,160

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　北消防署ほか２５か所　電気料金の支出について（５月分）
3,957,949

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　被服費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,938

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,000

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,140

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,520

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（４月分）
2,764,368

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防職員宿直用　救急安心センター業務用　消防局寝具一式概算長期借入経費の支出について（４月分）
32,343

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,100

消防局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　生野分室水道料金の支出について（５月分）
8,911

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（総務課）ほか１か所カラーデジタル複合機の経費の支出について（５月分）
25,438

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用・警防事務用　消防局（人事課）ほか６か所乾式デジタル複合機の経費の支出について（５月分）
68,713

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用・警防事務用　消防局（人事課）ほか６か所乾式デジタル複合機の経費の支出について（５月分）
66,916

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　警防事務用　消防局（総務課モノクロ）ほか３か所乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
53,085

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　消防局（施設課Ａ２）乾式デジタル複合機及び関連消耗品の経費の支出について（５月分）
15,811

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　警防事務用　消防局（総務課モノクロ）ほか３か所乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）に係る経費の支出について（５月分）
43,536

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　消防局庁舎下水道料金の支出について（５月分）
185,581

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 災害待機宿舎用　電話使用料（シティコーポ今福鶴見）の支出について（５月分）
2,702

消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成31年度大阪市消防局庁舎清掃業務委託料（長期継続）の支出について（５月分）
896,400
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消防局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 G20大阪サミット用　シャープペンシルほか15点買入及び同経費の支出について
287,501

消防局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（ＯＡＰ）電気料金の支出について（７月分）
16,347

消防局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 警防活動用　高所カメラ（あべのハルカス）電気料金の支出について（５月分）
32,400

消防局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　道頓堀出張所電気・水道料金の支出について（５月分）
188,276

消防局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西九条出張所電気料金の支出について（５月分）
151,736

消防局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　阿倍野防災センター・南方面隊電気料金の支出について（５月分）
139,914

消防局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　高度専門教育訓練センター水道料金の支出について（４・５月分）
803,288

消防局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　電話使用料（アイサットフォン・ＢＧＡＮ衛星携帯電話）の支出について（５月分）
23,988

消防局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 文書管理用　平成31年度大阪市消防局文書等逓送業務委託料（長期継続）の支出について（５月分）
487,569

消防局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成31年度大阪市消防局庁舎受付案内業務委託料（５月分）の支出について
481,734

消防局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　平成31年度大阪市消防局庁舎ほか88か所一般廃棄物収集運搬業務委託料（５月分）の支出について
369,476

消防局 施設課 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防ヘリコプター用　燃料に係る経費の支出について（４月分）
2,114,380

消防局 施設課 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（消防局）第１四半期に係る経費の支出について（４月分）
5,692,896

消防局 施設課 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（４月分）
1,008,805

消防局 施設課 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（４月分）
80,640

消防局 施設課 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　軽油（消防局）第１四半期に係る経費の支出について（４月分）
2,444,832

消防局 施設課 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 消防艇燃料用　軽油（消防局）第１四半期（水上消防署）に係る経費の支出について（４月分）
279,072

消防局 施設課 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（消防局）に係る経費の支出について（４月分）
2,871,965

消防局 施設課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 自動車燃料用　揮発油（レギュラー）スタンド給油分（旭消防署）に係る経費の支出について（４月分）
178,681

消防局 施設課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　港災害待機宿舎施設管理委託料の支出について（６月分）
6,300

消防局 施設課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　北消防署梅田出張所施設管理委託料の支出について（６月分）
370,734

消防局 施設課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用　北消防署梅田出張所修繕積立金の支出について（６月分）
105,024

消防局 施設課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（シティコーポ今福鶴見）管理委託料の支出について（７月分）
20,900

消防局 施設課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　中央消防署施設管理委託料の支出について（７月分）
21,344

消防局 施設課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（パレステュディオ四谷）賃借料の支出について（７月分）
94,500

消防局 施設課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（リリアンヌ）賃借料の支出について（７月分）
93,000

消防局 施設課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 総務省消防庁等派遣者用　宿舎（グラーサ銀座イースト）賃借料の支出について（７月分）
88,500

消防局 施設課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対応用　災害待機宿舎（小川ハイツ九条南）賃借料の支出について（７月分）
274,000

消防局 施設課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 委託料　委託料 庁舎整備用　天王寺消防署元町出張所新築工事に伴う電気設備移設工事に係る経費の支出について（前払金分）
452,000

消防局 施設課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（７月分）
34,978

消防局 施設課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（あべのハルカス）賃借料の支出について（５月分）
129,600

消防局 施設課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　不動産賃借料 高所カメラ情報収集用　機器場所（ＯＡＰタワー）賃借料の支出について（７月分）
7,560

消防局 施設課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　分担金 災害対応用　災害待機宿舎（あべのシャルム）管理委託・修繕積立金の支出について（７月分）
13,539

消防局 施設課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎管理用　此花消防署ほか２か所エレベーター保守点検業務委託（長期継続）の経費の支出について（４月分）
188,460

消防局 施設課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　燃料費 Ｇ２０大阪サミット用　仮設シャワーユニット用燃料（灯油）の購入及び同経費の支出について
106,704

消防局 予防課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 指定管理業務用　平成31年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務経費の支出について（４月分）
7,698,551

消防局 予防課 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 火災予防啓発用　平成３１年度大阪市防火標語の選考にかかる謝礼金の支出について
29,540

消防局 予防課 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 予防課用　管外出張の支出について（平成31年度日本火災学会研究発表会）
29,240

消防局 予防課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自主防災管理体制助長用　自主防災指導業務委託契約及び同経費の支出について（令和元年５月分）
11,894,310

消防局 予防課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自主防災管理体制促進用　消防訓練指導業務委託及び同経費の支出について（５月分）
14,382,000

消防局 予防課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 阿倍野防災センター用　第一回大阪市立阿倍野防災センター指定管理予定者選定委員会委員に対する報酬経費の支出について
69,420

消防局 予防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 防火管理講習等事業用　防火管理講習及び防災管理講習に係る謝礼金の支出について（４月分）その２
21,047

消防局 予防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 防火管理等講習事業用　防火管理等講習に係る講師謝礼金の支出について（５月分）
706,780

消防局 予防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 予防業務用　デジタルカメラの購入並びに同経費の支出について
38,750

消防局 予防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 指定管理業務用　平成31年度大阪市立阿倍野防災センター管理運営業務の実施及び同経費の支出について（５月分）
7,698,547

消防局 予防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 火災調査用　日本火災学会正会員Ｂ会費の支出について
10,000

消防局 規制課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 規制課事務参考用　新耐火防火構造・材料等便覧（追録９４２－９４３号合併）の購入経費の支出について
9,218
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消防局 警防課 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　回線（天王寺指令センター）利用料の支出について（５月分）
29,756

消防局 警防課 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 防災情報・非常参集用　プロバイダ等使用料に係る経費の支出について（４月分）
7,116

消防局 警防課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　携帯・IP電話発信位置情報用回線利用料の支出について（４月分）
74,224

消防局 警防課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３１年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（３）業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
64,800

消防局 警防課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　次亜塩素酸ナトリウムの購入及び同経費の支出について
14,904

消防局 警防課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　除染剤散布器の購入及び同経費の支出について
75,600

消防局 警防課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 G２０大阪サミット用　道路地図Ａほか２点買入れ及び同経費の支出について
124,610

消防局 警防課 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ２０大阪サミット用　クイックテントの購入及び同経費の支出について
97,200

消防局 警防課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　差替えベストの購入及び同経費の支出について
386,640

消防局 警防課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ２０大阪サミット用　複合ガス検知器の購入経費の支出について
702,000

消防局 警防課 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ２０大阪サミット用　有毒ガス検知器の購入及び同経費の支出について
2,192,400

消防局 警防課 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 G２０大阪サミット用　組立大型スクリーン（その２）の買入及び同経費の支出について
171,072

消防局 警防課 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　負担金 警防業務用　電波利用料（デジタル簡易無線局100局）の支出について
45,000

消防局 警防課 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 災害活動支援隊用　令和元年度大阪市消防局災害活動支援隊の運用に関する検討会（第１回）にかかる報酬費の支出について
52,500

消防局 警防課 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 消防通信連絡会総会用　会議費の支出について（７月４日開催）
4,000

消防局 警防課 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　軽量型防護服ほか１点の購入及び同経費の支出について
25,081,488

消防局 警防課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０サミット用　ＬＡＮケーブルＡほか２１点の買入及び同経費の支出について
346,248

消防局 警防課 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３１年度救急車の定期点検整備、継続検査整備業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
346,062

消防局 警防課 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 消防車（ＳＴ２１８）ほか２台の車両整備業務委託の経費の支出について
240,045

消防局 警防課 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 職員資格取得用　潜水士資格試験の受験手数料の支出について
49,000

消防局 警防課 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　個人線量計の購入経費の支出について
768,096

消防局 警防課 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　感染防止用保護服の購入及び同経費の支出について
98,496

消防局 警防課 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　ホワイトボードシートほか４点の買入について
46,224

消防局 警防課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　特別旅費 職員派遣用　ＮＩＲＳ放射線事故初動セミナー研修受講に伴う特別旅費の支出について
36,380

消防局 警防課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車（ASR10）右電動シャッター修理の経費の支出について
75,600

消防局 警防課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　消防車等のノーマルタイヤ交換の経費の支出について
22,680

消防局 警防課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　高所活動車（LT2）のバスケット旋回装置修繕の経費支出について
394,696

消防局 警防課 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（BR12）のターボチャージャー等修繕の経費支出について
373,171

消防局 警防課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　トナーカートリッジ（イエロー）ほか７点の購入並びに同経費の支出について
290,736

消防局 警防課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 執務参考用　「航空関係告示集　追録　第151号」の購入経費の支出について
3,996

消防局 警防課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 警防活動用　消防自動車に係るETC業務用カードの作成手数料の支出について
1,749

消防局 警防課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車整備用　６月分消防自動車等継続検査手数料１台分の経費の支出について
1,200

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３１年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（２）業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
252,288

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　消防情報システム業務用端末等一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
1,413,180

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２７年度契約分庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入に係る経費の支出について（５月分）
759,888

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 初動消防活動支援システム用　初動消防活動支援システム端末等一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
91,530

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器一式（消防局）長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（５月分）
1,010,186

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系ネットワーク用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（消防局）一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
19,900

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式長期借入の実施並びに同所要経費の支出について（５月分）
1,148,783

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系ネットワーク用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
43,200

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報ネットワーク用　平成２８年度契約分庁内情報利用パソコン等機器（消防局）一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
668,065

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　令和元年度１万分１精度地図データほか２点借入経費の支出について（５月分）
216,000

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 消防情報システム用　令和元年度２５００分１精度地図データ借入経費の支出について（５月分）
1,275,264

消防局 警防課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ２０大阪サミット用　風向風速計の購入及び同経費の支出について
203,040

消防局 警防課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 大阪市消防局災害活動支援隊事務連絡用　通信費（後納料金５月分）の支出について
55,022

消防局 警防課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 自動車整備用　６月分消防自動車等継続検査手数料１台分の経費の支出について
1,200

消防局 警防課 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　トナーカートリッジほか２点買入並びに同所要経費の支出について
754,650
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消防局 警防課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（潜水士免許取得試験受験職員派遣６月５日）
12,240

消防局 警防課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　化学物質中和剤の購入及び同経費の支出について
5,540,400

消防局 警防課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　三脚ほか４点の買入並びに同経費の支出について
126,576

消防局 警防課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　液体危険物用吸着シートほか３点の購入及び同経費の支出について
12,234

消防局 警防課 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ２０大阪サミット用　三脚ほか４点の買入並びに同経費の支出について
81,000

消防局 警防課 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救助訓練用　保護布の購入及び同経費の支出について
33,696

消防局 警防課 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　損害保険料 ７月分消防自動車等継続検査自動車損害賠償責任保険料１２台分に係る経費の支出について
135,980

消防局 警防課 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 公課費　公課費 自動車整備用　７月分消防自動車等継続検査重量税１２台分の経費の支出について
941,600

消防局 警防課 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　密閉容器（その２）の購入及び同経費の支出について
116,046

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 警防課用　管外出張旅費の支出について（平成31年度消防防災航空隊長会議・全国航空消防防災協議会総会）
38,160

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 大阪府広域災害・救急医療情報システム用　回線使用料（５月分）の支出について
4,869

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 消防活動用　大阪市緊急通報システム（NET119）サービスの利用料の支出について（５月分）
183,600

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　専用線・IP回線使用料の支出について（５月分）
401,220

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 警防活動用　非常参集共同サーバ使用料・ドメイン管理料に係る経費の支出について（５月分）
8,640

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（５月分）
477,090

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 ヘリコプター運航用　航空気象情報提供業務委託（長期継続）の経費の支出について（5月分）
278,640

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　平成３１年度消防車の定期点検整備、継続検査整備（１）業務委託（概算契約）の経費の支出について（５月分）
2,442,814

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　負担金 警防業務用　電波利用料（地域振興用無線局19局）の支出について
11,400

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　訓練用擬剤ほか１点の購入及び同経費の支出について
396,900

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ２０大阪サミット用　緊急除染用簡易水槽の購入及び同経費の支出について
673,920

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ２０大阪サミット用　表面汚染検査計の購入及び同経費の支出について
1,710,720

消防局 警防課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ２０大阪サミット用　化学剤検知器の購入及び同経費の支出について
8,100,000

消防局 司令課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用及び震災訓練用　情報伝達用複写用紙の買入経費の支出について
9,558

消防局 司令課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯型無線機北方面指揮10ほか１点の修理経費の支出について
107,460

消防局 司令課 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用及び震災訓練用　情報伝達用複写用紙の買入経費の支出について
32,497

消防局 司令課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　警防技術練成会最優秀盾の購入経費の支出について
4,968

消防局 司令課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防訓練用　ラミネーターほか３点の購入経費の支出について
24,192

消防局 北消防署 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパー買入に伴う経費の支出について
28,810

消防局 北消防署 令和元年06月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ＨＩＤライト用バッテリー買入に伴う経費の支出について
22,680

消防局 北消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理に伴う経費の支出について
13,510

消防局 北消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
661

消防局 北消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,616

消防局 北消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
17,661

消防局 北消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,620

消防局 北消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,722

消防局 北消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 北消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機及び関連消耗品２台分（５月分）経費の支出について
26,747

消防局 北消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　北本署給油設備修理経費の支出について
22,788

消防局 北消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
14,100

消防局 北消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　ＣＯ２モニター修理経費の支出について
37,800

消防局 都島消防署 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 潜水救助活動用　潜水器具分解修理点検(第1期)追加整備及び同経費の支出について
8,640

消防局 都島消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 発電機修理及び同経費の支出について
20,152

消防局 都島消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
432

消防局 都島消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
17,604

消防局 都島消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,160

消防局 都島消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,990

消防局 都島消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５５）エンジンオイル交換及び同経費の支出について
5,940
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消防局 都島消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
574

消防局 都島消防署 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　多機能携帯電話修理及び同経費の支出について
11,556

消防局 都島消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　空調室外機修理及び同経費の支出について
183,600

消防局 都島消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
20,430

消防局 都島消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式デジタル複合機複写料の支出について（５月分）
15,708

消防局 福島消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９１）ラジエータ修理経費の支出について
105,302

消防局 福島消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
17,999

消防局 福島消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
786

消防局 福島消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,439

消防局 福島消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
12,943

消防局 福島消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
164

消防局 福島消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,900

消防局 福島消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
7,780

消防局 福島消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の経費支出について
14,549

消防局 此花消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＣＲ２１）タイヤ交換経費の支出について
34,560

消防局 此花消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,302

消防局 此花消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,447

消防局 此花消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,720

消防局 此花消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,500

消防局 此花消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
164

消防局 此花消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,500

消防局 此花消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
31,030

消防局 此花消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（５月分）
20,799

消防局 此花消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
2,138

消防局 此花消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
20,620

消防局 此花消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１６８）タイヤ交換経費の支出について
62,640

消防局 此花消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
7,020

消防局 此花消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
140

消防局 此花消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（６月分）
4,500

消防局 中央消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　パソコン用トナーカートリッジ買入に伴う経費の支出について
51,840

消防局 中央消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（ＢＲ１２）排気ブレーキ等修理に伴う経費の支出について
34,203

消防局 中央消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　喉頭鏡修理に伴う経費の支出について
7,020

消防局 中央消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
19,074

消防局 中央消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,761

消防局 中央消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,888

消防局 中央消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
300

消防局 中央消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
82

消防局 中央消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,918

消防局 中央消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,500

消防局 中央消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,400

消防局 中央消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所用合成洗剤ほか２点買入に伴う経費の支出について
51,408

消防局 中央消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　直管蛍光灯（ラピッドスタート形　４０Ｗ形）ほか１点買入に伴う経費の支出について
31,914

消防局 中央消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料に係る経費の支出について（５月分）（上町出張所）
6,388

消防局 中央消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料に係る経費の支出について（５月分）（本署）
26,529

消防局 中央消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
7,370

消防局 中央消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　中央消防署本署給水ポンプ修理に伴う経費の支出について
24,300

消防局 中央消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　ＨＩＤライト修理に伴う経費の支出について
17,010
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消防局 中央消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　セロハンテープほか２点買入に伴う経費の支出について
10,260

消防局 西消防署 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　スポーツドリンク買入及び経費の支出について
10,951

消防局 西消防署 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助工作車（ＢＲ１３）パワーウインドー修理及び経費の支出について
61,560

消防局 西消防署 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２１２）バッテリー交換及び経費の支出について
42,984

消防局 西消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,183

消防局 西消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
26,244

消防局 西消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,160

消防局 西消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,706

消防局 西消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 西消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか２点（その２）買入及び経費の支出について
56,715

消防局 西消防署 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙発生器専用液買入及び経費の支出について
25,596

消防局 西消防署 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（西４０）修理及び経費の支出について
19,980

消防局 西消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　パルスオキシメータ修理及び経費の支出について
19,980

消防局 西消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）に係る経費の支出について
20,061

消防局 西消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
44,880

消防局 港消防署 令和元年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　港司令車のタイヤ交換に伴う経費の支出について
35,856

消防局 港消防署 令和元年06月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 港消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプの修理（２）に伴う経費の支出について
12,960

消防局 港消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　ホース搬送車（ＤＢ２５）の定期点検整備業務委託に伴う経費の支出について
5,400

消防局 港消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,990

消防局 港消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,027

消防局 港消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
574

消防局 港消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
822

消防局 港消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 港消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）のブレーキシューほか１点交換に伴う経費の支出について
35,316

消防局 港消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
9,116

消防局 港消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５８）のブレーキシューほか１点交換追加整備に伴う経費の支出について
17,496

消防局 港消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について
18,867

消防局 港消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　高圧ガス容器用検圧器の修理に伴う経費の支出について
23,760

消防局 大正消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか２点　買入に伴う経費の支出について
49,880

消防局 大正消防署 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６８）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 大正消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,022

消防局 大正消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,668

消防局 大正消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,933

消防局 大正消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,780

消防局 大正消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
574

消防局 大正消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,500

消防局 大正消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２７８）ディスチャージヘッドランプバルブ交換修理に伴う経費の支出について
32,709

消防局 大正消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８３）ディスチャージヘッドランプバルブ交換修理に伴う経費の支出について
15,282

消防局 大正消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
12,440

消防局 大正消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（５月分）
17,984

消防局 天王寺消防署 令和元年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ＨＩＤライトバッテリー買入経費の支出について
68,040

消防局 天王寺消防署 令和元年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７１）左フロントサイドウインドウ修理経費の支出について
56,041

消防局 天王寺消防署 令和元年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　広報車（ＰＩ３１８）１２か月定期点検整備業務委託経費の支出について
4,320

消防局 天王寺消防署 令和元年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　スポーツドリンク買入経費の支出について
8,916

消防局 天王寺消防署 令和元年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶買入経費の支出について
11,664

消防局 天王寺消防署 令和元年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署ガス吸収式冷温水機冷却塔修理経費の支出について
17,398
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消防局 天王寺消防署 令和元年06月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　アルゴス４用バッテリー買入経費の支出について
73,440

消防局 天王寺消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　司令車バッテリー交換経費の支出について
13,338

消防局 天王寺消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　天王寺消防署３階トイレ照明器具修理経費の支出について
21,729

消防局 天王寺消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理経費の支出について
23,781

消防局 天王寺消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２６２）配線修理経費の支出について
16,200

消防局 天王寺消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の支出について（５月分）
15,918

消防局 天王寺消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
23,850

消防局 天王寺消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,835

消防局 天王寺消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,568

消防局 天王寺消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 天王寺消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　元町出張所ガス衣類乾燥機修理経費の支出について
24,300

消防局 浪速消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ８６）バッテリー交換に伴う経費の支出について
44,928

消防局 浪速消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎維持管理用　温水洗浄便座の買入に伴う経費の支出について
85,320

消防局 浪速消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　パワーリフター用バッテリーの買入に伴う経費の支出について
15,660

消防局 浪速消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,913

消防局 浪速消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙発生器用専用液の買入に伴う経費の支出について
25,920

消防局 浪速消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,560

消防局 浪速消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,560

消防局 浪速消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
830

消防局 浪速消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレ用洗剤ほか３点の買入に伴う経費の支出について
99,964

消防局 浪速消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
25,269

消防局 浪速消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　ハンズフリー拡声器の買入に伴う経費の支出について
45,360

消防局 浪速消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１７０）タイヤ交換に伴う経費の支出について
31,320

消防局 浪速消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機の複写料の支出について（５月分）
16,033

消防局 浪速消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６５）ほか２台のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
17,820

消防局 西淀川消防署 令和元年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(Ａ３５９)エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 西淀川消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,044

消防局 西淀川消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
680

消防局 西淀川消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,394

消防局 西淀川消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 西淀川消防署 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用 竹島出張所事務所のエアコン修理に伴う経費の支出について
77,220

消防局 西淀川消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
23,190

消防局 西淀川消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品経費の支出について（５月分）
15,280

消防局 淀川消防署 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　４０クアドラフォグノズル（ＳＴＲ２１４）修理経費の支出について
35,100

消防局 淀川消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
31,883

消防局 淀川消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,548

消防局 淀川消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,394

消防局 淀川消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,500

消防局 淀川消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　ＨＩＤライト用バッテリー買入経費の支出について
22,680

消防局 淀川消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 消防活動用　携帯無線機（加島１４）の修理経費の支出について
32,400

消防局 淀川消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター（ＣＲ２２）修理及び経費の支出について
12,636

消防局 東淀川消防署 令和元年06月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助資材車（ＲＥ２０）のバッテリー交換に伴う経費の支出について
14,580

消防局 東淀川消防署 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＴＳ２３１）のタイヤ交換に伴う経費の支出について
51,710

消防局 東淀川消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶ほか１点の買入に伴う経費の支出について
21,146

消防局 東淀川消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　台所用洗剤ほか１１点買入に伴う経費の支出について
155,999

消防局 東淀川消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　梯子車（L17)オイルプレッシャースイッチ修繕に伴う経費の支出について
17,496

消防局 東淀川消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,590
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消防局 東淀川消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,300

消防局 東淀川消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,861

消防局 東淀川消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,480

消防局 東淀川消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３８１）エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 東淀川消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,634

消防局 東淀川消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,500

消防局 東淀川消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ２８４）バッテリー交換に伴う経費の支出について
27,648

消防局 東淀川消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複合機複写料（５月分）の支出について
19,750

消防局 東成消防署 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A370）のエンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 東成消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　トイレットペーパーほか４点買入経費の支出について
91,065

消防局 東成消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,969

消防局 東成消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,705

消防局 東成消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,630

消防局 東成消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,240

消防局 東成消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,640

消防局 東成消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について
20,307

消防局 東成消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
13,220

消防局 東成消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　ホース搬送車（ＤＢ27）の６か月定期点検整備業務委託経費の支出について
5,400

消防局 生野消防署 令和元年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防事務用　ＰＰＣ用紙Ａほか１点買入に伴う経費の支出について
121,500

消防局 生野消防署 令和元年06月04日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）ほか２台エンジンオイル交換経費の支出について
17,820

消防局 生野消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　生野消防署電気衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
25,315

消防局 生野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,241

消防局 生野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,472

消防局 生野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,780

消防局 生野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
984

消防局 生野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,500

消防局 生野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,780

消防局 生野消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７２）エンジンリヤオイルシール取替に伴う経費の支出について
69,061

消防局 生野消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　エンジンカッター修理（２）に伴う経費の支出について
23,317

消防局 生野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
15,680

消防局 生野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について
20,712

消防局 旭消防署 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
7,510

消防局 旭消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員管理用　むぎ茶ほか２点買入経費の支出について
80,265

消防局 旭消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６０）定期エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 旭消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
216

消防局 旭消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
20,304

消防局 旭消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　広報車（ＰＩ５０５）メインスイッチ修理経費の支出について
8,964

消防局 旭消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,338

消防局 旭消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,230

消防局 旭消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 旭消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防資器材用　強力ライト用バッテリー買入経費の支出について
22,680

消防局 旭消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機料（５月分）経費の支出について
18,397

消防局 旭消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁内情報パソコン用　トナーカートリッジほか１点買入経費の支出について
132,840

消防局 旭消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ２２３）ドレンコック修理経費の支出について
11,016

消防局 旭消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
9,660

消防局 城東消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９２）パワーウインド・マスタースイッチ取替修理の経費支出について
11,124

消防局 城東消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（A380）エンジンオイル交換修理の経費支出について
5,940
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消防局 城東消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,188

消防局 城東消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,856

消防局 城東消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
800

消防局 城東消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,236

消防局 城東消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,290

消防局 城東消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,500

消防局 城東消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
18,710

消防局 城東消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（５月分）の購入経費の支出について
15,113

消防局 城東消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　城東消防署・関目出張所衣類洗濯機修理の経費支出について
31,374

消防局 鶴見消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防事務用　ＦＡＸ感熱記録紙買入経費の支出について
31,104

消防局 鶴見消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３７７）エンジンオイル交換経費の支出について
5,940

消防局 鶴見消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
204

消防局 鶴見消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
22,433

消防局 鶴見消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
20,000

消防局 鶴見消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 危険物保安講習に係る講習料の立替払い及び同経費の支出について
4,782

消防局 鶴見消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
9,930

消防局 鶴見消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（５月分）
18,316

消防局 鶴見消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　スマートフォン修理経費の支出について
23,652

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３９６）パワーウィンド修理に係る経費の支出について
9,396

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３６１）ほか１台エンジンオイル交換に係る経費の支出について
11,880

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防事務用　ＰＰＣ用紙買入に係る経費の支出について
56,376

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 警防活動用　鋼管製三連梯子引綱の買入に係る経費の支出について
11,880

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 自動車整備用　ホース搬送車（ＤＢ２８）定期点検整備業務委託（６か月）に係る経費の支出について
5,400

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ１８７）ホースカー修理に係る経費の支出について
29,700

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
10,817

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,146

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,160

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
666

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
20,400

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品に係る経費の支出について（５月分）
14,890

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙発生機専用液買入に係る経費の支出について
51,840

消防局 阿倍野消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　ゴミ箱ほか３点買入に係る経費の支出について
61,182

消防局 住之江消防署 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救急活動用　患者監視装置修理に伴う経費の支出について
49,680

消防局 住之江消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　油性ペンＡほか５点買入に伴う経費の支出について
19,877

消防局 住之江消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車(A376)のエンジンオイル交換に伴う経費の支出について
5,940

消防局 住之江消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST165）水量計修理に伴う経費の支出について
21,600

消防局 住之江消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST156）圧力計修理に伴う経費の支出について
36,720

消防局 住之江消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　住之江消防署南港出張所ガス衣類乾燥機修理に伴う経費の支出について
21,600

消防局 住之江消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 庁舎衛生管理用　住之江消防署平林出張所洗濯機修理に伴う経費の支出について
31,492

消防局 住之江消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST165）パワーウインド修理の追加整備に伴う経費の支出について
9,126

消防局 住之江消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST165）パワーウインドほか１台修理に伴う経費の支出について
17,226

消防局 住之江消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
17,617

消防局 住之江消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,255

消防局 住之江消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,384

消防局 住之江消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
82

消防局 住之江消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
902
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消防局 住之江消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 住之江消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助艇（FB23）バッテリ交換に伴う経費の支出について
25,704

消防局 住之江消防署 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 救助活動用　レスキュツール・パワーユニット修理に伴う経費の支出について
57,240

消防局 住之江消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
19,950

消防局 住之江消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　燃料費 庁舎管理用　南港出張所プロパンガス使用料（５月分）の支出について
61,415

消防局 住之江消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料(５月分)経費の支出について
15,654

消防局 住吉消防署 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救助車（Ｒ４６）ほか１台タイヤ交換に伴う経費の支出について
87,912

消防局 住吉消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　強力ライト修理に伴う経費の支出について
37,638

消防局 住吉消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,742

消防局 住吉消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,432

消防局 住吉消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,700

消防局 住吉消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,722

消防局 住吉消防署 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 防火防災研修用　煙霧器用専用液買入に伴う経費の支出について
54,432

消防局 住吉消防署 令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ＳＴ３８）バッテリー交換に伴う経費の支出について
44,496

消防局 住吉消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
18,210

消防局 住吉消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について
17,722

消防局 東住吉消防署 令和元年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防事務用　ＰＰＣ用紙買入経費の支出について
95,399

消防局 東住吉消防署 令和元年06月03日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員管理用　麦茶買入経費の支出について
9,774

消防局 東住吉消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 職員安全衛生用　トイレットペーパー買入経費の支出について
23,760

消防局 東住吉消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,393

消防局 東住吉消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,980

消防局 東住吉消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
540

消防局 東住吉消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,892

消防局 東住吉消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,148

消防局 東住吉消防署 令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,000

消防局 東住吉消防署 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気呼吸器（ライフゼムＡ１－１２ＯＳ型）修理経費の支出について
2,268

消防局 東住吉消防署 令和元年06月19日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 大震火災対策用　可搬式ポンプ修理経費の支出について
33,480

消防局 東住吉消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の経費の支出について
13,200

消防局 東住吉消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 職員安全衛生用　東住吉消防署　消防装備乾燥機修理経費の支出について
131,112

消防局 東住吉消防署 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
46,470

消防局 平野消防署 令和元年06月05日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　建物修繕料 庁舎維持管理用　長吉出張所ホースリフターリモコンスイッチ修理に伴う経費の支出について
5,724

消防局 平野消防署 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 庁舎衛生管理用　トイレットペーパーほか６点買入に伴う経費の支出について
102,987

消防局 平野消防署 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 自動車整備用　　自動車用バッテリー買入に伴う経費の支出について
49,464

消防局 平野消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ３８６）ほか１台エンジンオイル交換に伴う経費の支出について
11,880

消防局 平野消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 消防事務用　ＰＰＣ用紙買入に伴う経費の支出について
149,904

消防局 平野消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急自動車（Ａ２８７）パワースライドドアロック修理に伴う経費の支出について
27,216

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
18,590

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,166

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
14,588

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,965

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　印刷製本費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
900

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,600

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
140

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,398

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
9,830

消防局 平野消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎衛生管理用　樹木剪定作業業務委託に伴う経費の支出について
123,660

消防局 平野消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品の経費の支出について（５月分）
16,277
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消防局 平野消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　高圧空気ボンベ修理に伴う経費の支出について
3,456

消防局 西成消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
12,079

消防局 西成消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
6,233

消防局 西成消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
1,963

消防局 西成消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
16,200

消防局 西成消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
574

消防局 西成消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
2,160

消防局 西成消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支払について（５月分）
9,000

消防局 西成消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（予備車ST227）オイル漏れ修理に伴う経費の支出について
94,476

消防局 西成消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　小型タンク車（ST259）標識灯ブラケット修理に伴う経費の支出について
7,560

消防局 西成消防署 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
22,030

消防局 西成消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（６月分）
1,630

消防局 西成消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（６月分）
20,610

消防局 西成消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支払について（６月分）
19,980

消防局 西成消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支払について（６月分）
640

消防局 西成消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支払について（６月分）
1,066

消防局 水上消防署 令和元年06月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
10,612

消防局 水上消防署 令和元年06月07日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 自動車整備用　救急車（Ａ３５４）のオルタネータ修理経費の支出について
68,040

消防局 水上消防署 令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検（第１回）経費の支出について
97,200

消防局 水上消防署 令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 水難救助活動用　潜水器具分解修理点検（第１回）の追加整備経費の支出について
6,480

消防局 水上消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
11,774

消防局 水上消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
689

消防局 水上消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
23,990

消防局 水上消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,276

消防局 水上消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　船車修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
6,480

消防局 水上消防署 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,240

消防局 水上消防署 令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式複写機複写料（５月分）の支出について
13,535

消防局 水上消防署 令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　備品修繕料 警防活動用　空気ボンベ修理経費の支出について
10,800

消防局 水上消防署 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
10,220

消防局 救急課 令和元年06月06日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 使用料及賃借料　使用料 救急活動用　自動体外式除細動器等一式借入（長期継続契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
185,220

消防局 救急課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金の支出について（５月分）
33,938

消防局 救急課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　電話料金（ＦＡＸ）の支出について（５月分）
3,165

消防局 救急課 令和元年06月10日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　四肢止血処置用ターニケット買入及び同経費の支出について
1,821,204

消防局 救急課 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急安心センターおおさか医師・看護師救急医療相談業務委託（長期継続契約）の実施及び同経費の支出について（５月分）
12,005,703

消防局 救急課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　手数料 救急活動用　ＥＴＣ業務用カードの作成手数料の支出について
24,494

消防局 救急課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 市民啓発用　応急手当普及啓発業務委託長期継続の実施及び同経費の支出について（５月分）
5,566,500

消防局 救急課 令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　印刷製本費 Ｇ２０大阪サミット用　トリアージタッグ印刷及び同経費の支出について
352,080

消防局 救急課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 救急課用　管外出張旅費の支出について（第22回日本臨床救急医学会・学術集会）
7,860

消防局 救急課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 役務費　通信運搬費 救急安心センター事業用　＃７１１９利用料金の支出について（５月分）
44,384

消防局 救急課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急活動用　平成３１年度救急資器材滅菌処理業務委託の実施及び同経費の支出について（５月分）
539,859

消防局 企画課 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 企画課用　管外出張旅費等の支出について（名古屋市消防局）
27,980

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月11日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎警備用　高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続契約に伴う経費の支出について（４月分）
159,840

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月12日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 職員研修用　昇任司令補研修コーチングに伴う講師報償金の支出について
43,640

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　特定小電力トランシーバーの買入及び同経費の支出について
259,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　コンクリートパネルＡほか14点の買入及び同経費の支出について
1,339,200

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　合成紙の買入及び同経費の支出について
37,260

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　漏電ブレーカーほか６点の買入及び同経費の支出について
52,034
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消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月13日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 備品購入費　機械器具費 Ｇ20大阪サミット用　救助訓練用人形の買入及び同経費の支出について
3,392,280

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月18日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 救急教育用　救急救命士国家試験合格者の免許申請・登録に伴う健康診断及び同経費の支出について
78,300

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月20日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
26,640

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月21日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報償費　報償金 職員研修用　10年目研修（第20・21・22期）「キャリアデザイン」に伴う講師報償金の支出について
103,560

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 負担金、補助及交付金　会費 職員資格取得用　危険物取扱者保安講習の受講及び同経費の支出について
188,000

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　付箋ほか６点の買入経費の支出について
95,860

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ２０大阪サミット用　ＤＶＤ－Ｒの買入経費の支出について
10,584

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
15,340

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 一般事務用　乾式電子複写機及び関連消耗品（５月分）の経費にかかる支出について
33,783

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　単管パイプほか６点の買入及び同経費の支出について
182,520

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　土のう袋の買入及び同経費の支出について
25,272

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　カーテンレールほか２点の買入及び同経費の支出について
58,968

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　三角コーンほか２点の買入及び同経費の支出について
76,248

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 消防施設費 需用費　消耗品費 Ｇ20大阪サミット用　粘着布テープほか３点の買入及び同経費の支出について
58,644

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月26日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎衛生管理用　事業系一般廃棄物収集運搬業務委託（単価契約）にかかる経費の支出について（５月分）
2,376

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　消耗品費 救急教育用　乾式電子複写機及び関連消耗品（５月分）の経費にかかる支出について
5,719

消防局
高度専門教育訓練セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 庁舎警備用　高度専門教育訓練センター機械警備業務委託　長期継続に係る経費の支出について（５月分）
159,840

危機管理室 危機管理課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 エリアメール配信用ＩＳＰ利用料の支出について（４月分）
3,888

危機管理室 危機管理課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成３１年度　旭備蓄倉庫にかかる電気使用料の支出について（４月分）
12,013

危機管理室 危機管理課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 令和元年度指定都市市長会行動計画C・Dブロック合同連絡会の出席に伴う管外出張旅費の支出について（5月23日出張分）
9,120

危機管理室 危機管理課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　燃料費 危機管理室緊急自動車にかかる燃料代の支出について（４月分）
5,636

危機管理室 危機管理課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,360

危機管理室 危機管理課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
82

危機管理室 危機管理課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,600

危機管理室 危機管理課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　見舞金 平成30年台風21号に伴う被災者生活再建支援金の支給経費の支出について
1,000,000

危機管理室 危機管理課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　見舞金 平成30年台風21号に伴う被災者生活再建支援金の支給経費について
3,000,000

危機管理室 危機管理課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 災害対策用防災服の購入にかかる経費の支出について（市長等用）
458,092

危機管理室 危機管理課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　会費 災害救助用備蓄倉庫管理にかかるフォークリフト特別教育講習の受講及び経費の支出について（６月実施分）
62,000

危機管理室 危機管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について
137,049

危機管理室 危機管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について
451,308

危機管理室 危機管理課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について
95,935

危機管理室 危機管理課 令和元年06月14日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 委託料　委託料 阿倍野防災拠点運営用　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）施設警備（人的警備）業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について
112,508

危機管理室 危機管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用職員住宅（エルベノームさくら1205号）電話回線使用料の支出について（５月分）
2,702

危機管理室 危機管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム秘匿化通信網提供等サービス業務委託　長期継続　にかかる経費の支出について（５月分）
363,420

危機管理室 危機管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式長期借入にかかる支出について（5月分）
18,701

危機管理室 危機管理課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,914

危機管理室 危機管理課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
23,067

危機管理室 危機管理課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（危機管理室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
20,815

危機管理室 危機管理課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
32,052

危機管理室 危機管理課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２８年度　庁内情報利用パソコン等機器（危機管理室）（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
79,037

危機管理室 危機管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　火災保険料 災害対策職員用住宅（立売堀職員住宅）に係る火災保険料の支出について
9,570

危機管理室 危機管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 鶴見緑地備蓄倉庫機械警備業務委託（長期継続）にかかる経費の支出について（５月分）
8,100

危機管理室 危機管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 大阪市防災アプリ運用保守業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
99,900

危機管理室 危機管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 災害対策用防災行政無線中継局電気料金の支出について（５月分）【スイスホテル南海大阪】
39,143

危機管理室 危機管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 災害対策用ヘリコプター映像受信設備回線使用料の支出について（５月分）
140,400

危機管理室 危機管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　使用料 災害対策用デジタルＭＣＡ無線制御局利用料の支出について（６月分）
2,993,832

危機管理室 危機管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　船車賃借料 平成31年度大阪府地域防災総合演習用訓練要員搬送のための乗用車賃借に係る経費の支出について
10,692
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危機管理室 危機管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線同報系屋外子局の普通財産使用にかかる支出について【港湾局】
300

危機管理室 危機管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（５月分）
9,054

危機管理室 危機管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（５月分）
420

危機管理室 危機管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　普通旅費 危機管理室運営事務用　市内・近接管外出張交通費の支出について（５月分）
25,575

危機管理室 危機管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成３１年度　阿倍野防災拠点災害対策用携帯電話使用料金の支出について（５月分）
23,010

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　其他委員等旅費 地域防災力向上アドバイザー事業用　市内・近接管外出張交通費（令和元年５月分）の支出について
45,607

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災力向上アドバイザー事業及び危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（令和元年５月分）
44,085

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　消耗品費 地域防災力向上アドバイザー事業及び危機管理室運営事務用コピー代金の支出について（令和元年５月分）
18,216

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成３１年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（５月分）
6,687

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 平成３１年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）災害対策用携帯電話使用料の支出について（５月分）
1,956

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）
980

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）【受取人払】
4,202

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）【受取人払】
5,566

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）【受取人払】
120

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）
980

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）
3,698

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）
97

危機管理室 危機管理課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 役務費　通信運搬費 危機管理室運営事務事業にかかる郵便料金の支出について（５月分）【受取人払】
5,754

危機管理室 危機管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置契約にかかる経費の支出について（７月分）【大阪府咲洲庁舎】
191,235

危機管理室 危機管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　負担金 防災行政無線の電波利用料の支出について（年間利用料）【260M基地局・陸上移動局】
13,600

危機管理室 危機管理課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 負担金、補助及交付金　見舞金 平成30年台風21号に伴う被災者生活再建支援金の支給経費の支出について
3,000,000

危機管理室 危機管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成３１年度　阿倍野防災拠点（あべのフォルサ）にかかる電気使用料（５月分）の支出について
98,425

危機管理室 危機管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 平成３１年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（５月分）
93,397

危機管理室 危機管理課 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 平成３１年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（５月分）
51,498

危機管理室 危機管理課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 需用費　光熱水費 平成３１年度　生野備蓄倉庫にかかる光熱水費の支払について（５月分）
94,537

危機管理室 危機管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 防災行政無線装置設置にかかる電気料金の支出について（４月分）【大阪府咲洲庁舎】
11,003

危機管理室 危機管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 危機管理情報システム運用業務にかかる経費の支出について（５月分）
328,320

危機管理室 危機管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 大阪市防災アプリ運用保守業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
99,900

危機管理室 危機管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 委託料　委託料 被災者支援システム用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託にかかる支出について　（５月分）
864

危機管理室 危機管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 防災行政無線装置設置契約にかかる経費の支出について（６月分）【スイスホテル南海大阪】
504,792

危機管理室 危機管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 使用料及賃借料　不動産賃借料 災害対策用職員住宅（立売堀職員住宅）に係る賃借料及び管理費の支出について
112,500

市政改革室 総務担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
27,188

市政改革室 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 役務費　通信運搬費 市政改革室業務用　後納郵便料（令和元年5月分）の支払いについて
1,108

市政改革室 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２７年度庁内情報利用パソコン等機器一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
11,298

市政改革室 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年５月分）
93,434

市政改革室 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２９年度庁内情報利用パソコン等機器（市政改革室）　一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
9,803

市政改革室 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 使用料及賃借料　使用料 市政改革室業務用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（市政改革室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
5,146

市政改革室 総務担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（行政改革担当側（旧総合調整担当）・令和元年5月分）
21,126

市政改革室 総務担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 需用費　消耗品費 市政改革室業務用　コピー代の支出について（改革推進担当側（旧ＰＤＣＡ担当・令和元年5月分）
14,138

市政改革室 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 市政改革室業務用　市内等出張交通費の支出について（令和元年５月分）
29,120

市政改革室 マネジメント改革担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 報償費　報償金 第52回大阪市特定団体経営監視会議の実施（6月14日）に係る報償金の支出について
73,860

市政改革室 行政リスク管理担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 市政改革費 旅費　普通旅費 管外出張（PRE（公的不動産活用）/FM（施設マネジメント）研修（７月１日～５日）、国土交通省国土交通大学校）旅費の支出について
38,330

契約管財局 契約課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「弁護士に対する法律相談」にかかる報酬費の支出について（平成31年4月19日実施分）
27,000

契約管財局 契約課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内等出張交通費（４月分）の支出について
2,126

契約管財局 契約課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用市内等出張交通費（４～５月分）の支出について
3,094

契約管財局 契約制度課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
25,488

契約管財局 契約制度課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（平成31年４月分）
117,893
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契約管財局 契約制度課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（平成31年４月分）
487,505

契約管財局 契約制度課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器一式長期借入の実施及び同経費の支出について（平成31年４月分）
5,375

契約管財局 契約制度課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「Ｑ＆Ａ住民訴訟の法律実務（追録６０号）」の購入経費の支出について
4,057

契約管財局 契約制度課 令和元年06月13日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 一般事務用等市内出張交通費（平成31年４月分）の支出について
9,982

契約管財局 契約制度課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 事務参考用「地方財務実務提要570-573」の購入経費の支出について
10,928

契約管財局 契約制度課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 平成31年度契約管財局トナーカートリッジ買入の実施及び同経費の支出について
306,180

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 契約事務及び管財事務用等コピー代の支出について（令和元年５月分）
114,538

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　備品修繕料 庁内情報パソコンの修理の実施及び同経費の支出について
109,641

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システム用パソコン等機器一式　長期借入」に係る賃借料の支出について（令和元年５月分）
353,160

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入の実施及び同経費の支出について（令和元年５月分）
117,893

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局）一式長期借入経費の支出について（令和元年５月分）
487,505

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（契約管財局その２）一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
25,488

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等 長期借入－２」に係る賃借料の支出について（令和元年５月分）
1,181,196

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 契約事務用「電子調達システムサーバ機器等　長期借入」に係る賃借料の支出について（令和元年５月分）
3,498,660

契約管財局 契約制度課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器一式長期借入の実施及び同経費の支出について（令和元年５月分）
5,375

契約管財局 契約制度課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 大阪産業創造館事務室にかかる電気料金の支出について（令和元年５月分）
233,875

契約管財局 契約制度課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務及び管財事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
17,609

契約管財局 契約制度課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 契約管財局事務室（大阪産業創造館）庁舎清掃業務委託の実施及び同経費の支出について（令和元年５月分）
143,280

契約管財局 契約制度課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
6,804

契約管財局 契約制度課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
106

契約管財局 契約制度課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 契約事務用「広域ＬＡＮ回線」使用に係る役務費の支出について（令和元年５月分）
23,220

契約管財局 管財課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用　市有財産賃貸借契約における未収金の回収にかかる委任契約に基づく着手金の支払いについて
108,000

契約管財局 管財課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電気使用料の支出について（４月使用分）
1,304

契約管財局 管財課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　光熱水費 もと中川職員公舎５号棟の電気料金の支出について（４月５日～５月９日使用分）
2,210

契約管財局 管財課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 もと津守浄水場機械警備業務委託用電話回線使用料の支出について（５月分）
2,702

契約管財局 管財課 令和元年06月11日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 管財事務用意見書作成業務にかかる経費の支出について（平成31年７月入札　もと島屋ビジネスインキュベータ－１）
86,400

契約管財局 管財課 令和元年06月11日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 管財事務用意見書作成業務にかかる経費の支出について（平成31年７月入札　もと島屋ビジネスインキュベータ－２）
86,400

契約管財局 管財課 令和元年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年７月入札－４）
636,120

契約管財局 管財課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　手数料 管財事務用「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」にかかる受講料の支出について
130

契約管財局 管財課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 負担金、補助及交付金　会費 管財事務用「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」にかかる受講料の支出について
14,000

契約管財局 管財課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 賃貸台帳管理システム用サーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（令和元年度５月分）
51,894

契約管財局 管財課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 委託料　委託料 もと津守浄水場施設機械警備業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
78,840

契約管財局 管財課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 管財事務用不動産鑑定評価業務にかかる経費の支出について（平成31年７月入札－５）
273,240

契約管財局 管財制度課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
7,596

契約管財局 管財制度課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 管財事務用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
60,216

契約管財局 管財制度課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 平成31年度非常勤嘱託職員弁護士報酬の支出について(６月分)
40,400

契約管財局 管財制度課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 管財事務用　地方自治関係実例判例集の追録にかかる経費の支出について
40,744

契約管財局 管財制度課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
18,927

契約管財局 管財制度課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,140

契約管財局 管財制度課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 管財事務用不動産の有効活用にかかる相談・意見書作成等にかかる報償金の支払いについて（案件番号２-01）
11,699

契約管財局 管財制度課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式借入（再リース）の経費の支出について（５月分）
62,640

契約管財局 管財制度課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第797回大阪市不動産評価審議会にかかる委員報酬の支出について
99,000

契約管財局 管財制度課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 第797回大阪市不動産評価審議会にかかる委員報酬の支出について
2,780

契約管財局 管財制度課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 使用料及賃借料　使用料 公有財産台帳管理システム用サーバ機等一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
126,792

契約管財局 審査課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　令和元年度大阪府用地対策連絡協議会第１回研修会（初級研修　令和元年５月16日～17日）の経費の支出について
8,791

契約管財局 審査課 令和元年06月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務　令和元年度大阪府用地対策連絡協議会第１回研修会（初級研修　令和元年５月16日～17日）の経費の支出について
4,529

契約管財局 審査課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
3,767
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契約管財局 審査課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
82

契約管財局 審査課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,982

契約管財局 審査課 令和元年06月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
246

契約管財局 審査課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
880

契約管財局 審査課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
3,392

契約管財局 審査課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 用地取得等事務用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,066

契約管財局 審査課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 大阪市補償審査委員会に係る報酬及び交通費の支出について（６月分）
82,500

契約管財局 審査課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 大阪市補償審査委員会に係る報酬及び交通費の支出について（６月分）
2,380

契約管財局 審査課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 法律相談の経費の支出について（令和元年5月分）
13,500

契約管財局 審査課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　其他委員等旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和元年５月分）
2,990

契約管財局 審査課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和元年５月分）
80,546

契約管財局 審査課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　近畿地区用地対策連絡協議会　令和元年度用地事務職員初級研修（理論研修　令和元年６月11日～14日）に係る経費の支出について
2,376

契約管財局 審査課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 審査・用地事務用市内出張等旅費の支出について（令和元年５月分）
41,494

契約管財局 審査課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　会費 用地事務用　近畿地区用地対策連絡協議会　令和元年度用地事務職員初級研修（理論研修　令和元年６月11日～14日）に係る経費の支出について
1,224

契約管財局 用地課 令和元年06月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　権利購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う借地権放棄代金の支出について（前金払）
5,280,086

契約管財局 用地課 令和元年06月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買に伴う建物等補償金の支出について（前金払）
8,692,577

契約管財局 用地課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買に伴う建物等補償金の支出について
8,504,995

契約管財局 用地課 令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 補償、補填及賠償金　補償金 大阪都市計画事業　木津川平野線　土地売買に伴う残地補償金の支出について
675,840

契約管財局 用地課 令和元年06月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 公有財産購入費　土地購入費 生野東第１住宅地区改良事業　土地売買代金の支出について
10,560,173

契約管財局 不正入札監察室 令和元年06月11日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 第176回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
66,000

契約管財局 不正入札監察室 令和元年06月11日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報償費　報償金 契約事務用「令和元年度　契約事務研修（所属長対象）」にかかる報償費の支出について
30,000

契約管財局 不正入札監察室 令和元年06月11日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 第176回大阪市入札等監視委員会に係る委員報酬及び交通費の支出について
460

契約管財局 不正入札監察室 令和元年06月11日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「他都市等への調査実施」にかかる職員派遣及び同経費の支出について（令和元年５月21日）
61,084

契約管財局 不正入札監察室 令和元年06月20日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　普通旅費 契約事務用「市内等出張交通費」の支出について（令和元年５月）
8,262

こども青少年局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 H31年４月市内出張交通費の支出について(庶務・人事）
8,779

こども青少年局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー機プリント料金の支出について（４月分）DCV7080５台分
366,333

こども青少年局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　こども青少年局乾式電子複写機（ＦＡＸ機）４台のリース契約にかかる経費の支出について
17,280

こども青少年局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平成26年度一括調達分）再リース契約及び同所要経費の支出について（４月分）
1,254

こども青少年局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成３１年度こども青少年文書逓送業務にかかる所要経費の支出について（４月分）
400,572

こども青少年局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ9）経費の支出について（５月分）
161,086

こども青少年局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ2017）経費の支出について（５月分）
1,034,407

こども青少年局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局LGWAN接続系利用パソコン等機器　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
56,614

こども青少年局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等機器（平成26年度一括調達分）再リース契約及び同所要経費の支出について（５月分）
1,254

こども青少年局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ10）経費の支出について（５月分）
438,138

こども青少年局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ5）経費の支出について（５月分）
171,971

こども青少年局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局庁内情報利用パソコン等機器長期借入（こ2018）経費の支出について（５月分）
1,066,613

こども青少年局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器長期借入の経費の支出について（５月分）
32,345

こども青少年局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成３１年度こども青少年文書逓送業務にかかる所要経費の支出について（５月分）
380,543

こども青少年局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成31年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託の実施及び同所要経費の支出について（４月分）
286,433

こども青少年局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成31年度こども青少年局給食調理者等検便検査業務委託の実施及び同所要経費の支出について（５月分）
285,603

こども青少年局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　視覚障がい者用拡大読書器の借入及び同経費の支出について（５月分）
10,368

こども青少年局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　視覚障がい者用パソコン一式の長期借入及び同経費の支出について（５月分）
50,868

こども青少年局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　こども青少年局乾式電子複写機（ＦＡＸ機）４台のリース契約にかかる経費の支出について
17,280

こども青少年局 青少年課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（４月分１回目）
80,111,740

こども青少年局 青少年課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 青少年課放課後グループ事業用市内出張旅費の支出について（令和元年５月分）
11,175

こども青少年局 青少年課 令和元年06月18日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　特別旅費 公民館職員専門講座にかかる所要経費の支出について
54,800

こども青少年局 青少年課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　分担金 若者自立支援事業実施にかかる大阪駅前第２ビル（こども青少年局分室）管理費等の支出について（平成31年６月分）
184,208
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こども青少年局 青少年課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 庁舎管理用船場センタービル管理費及び建物修繕積立金の支出について（令和元年6月分）
716,729

こども青少年局 青少年課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 旅費　普通旅費 令和元年度市内出張交通費および管外出張旅費（近接地）の支出について（５月分）
13,415

こども青少年局 青少年課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 負担金、補助及交付金　交付金 塾代助成事業にかかる交付金の支出について（４月分２回目）
33,535,367

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 経理・企画課業務用出張交通費の支出について（４月分）
70,601

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
104,784

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
37,000

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
178

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,496

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,400

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 原材料費　工事材料費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
13,184

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,132

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
249

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 こども青少年局一般事務用「地方財務実務提要（追録570-573号）」の購入にかかる経費の支出について
10,928

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和元年度第１回こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支払いについて
280,500

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度第１回こども・子育て支援会議にかかる報酬等の支払いについて
8,580

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局企画部経理・企画課事業用貨客兼用車ほか１点の長期借入経費の支出について（５月分）
54,324

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 こども青少年局企画部経理・企画課事業用小型トラックの長期借入経費の支出について（その２）５月分
28,836

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　光熱水費 平成31年度もと瓜破幼稚園における電気料金の支出について（５月分）
4,931

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
960

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
15,472

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
29,366

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
7,660

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
6,080

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
48,901

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
5,054

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
765,889

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
35,351

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
10,100

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
128,934

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
35,271

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
1,812

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 青少年育成費 青少年育成費 役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
10,506

こども青少年局 経理・企画課 令和元年06月28日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

役務費　通信運搬費 こども青少年局における郵便料金の支出について（５月分）
666

こども青少年局 管理課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立幼稚園用自動体外式除細動器（AED）長期借入にかかる支出について（長期継続契約）　菅南幼稚園　外４件（4月分）
14,796

こども青少年局 管理課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成３１年度　産後ケア事業に係る委託料の支出について　４月分（第１回目）
3,309,000

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 家庭児童相談員月例研修会にかかる経費の支出について(令和元年5月)
21,980

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３１年度あいりん特別保育対策事業の委託料の支出について（１回目/４回）
3,435,440

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３１年度あいりん児童健全育成事業の委託料の支出について（１回目/４回）
2,967,523

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和元年６月５日支払い児童手当給付費の支出について
12,386,058,214

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 令和元年６月５日支払い児童手当給付費の支出について（施設）
41,400,000

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成31年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　４月分（２回目・府内）
645,794

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成31年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（4月分）
317,316

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成31年度　新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（２回目）
87,580

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成31年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について（２回目）
1,186,010

こども青少年局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立滝川幼稚園ほか48園自動体外式除細動器（AED）長期借入契約にかかる支出について（4月分）
111,780

こども青少年局 管理課 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園用乾式電子複写機借入経費の支出について（平成31年４月分）
832,473

こども青少年局 管理課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成31年度妊婦健康診査事業に要する健診委託料の支出について４月分（３回目　府内）
24,870
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こども青少年局 管理課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成31年度　妊産婦健康診査、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について　４月分（４回目　府内）
388,790

こども青少年局 管理課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 愛珠幼稚園園舎等保存修理工事設計業務委託の所要経費の支出について
716,040

こども青少年局 管理課 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成31年度　乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（４月分）その２
42,186

こども青少年局 管理課 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 児童家庭法令通達集追録の買入の実施及び同所要経費の支出について（第８７２～８７３号）
9,504

こども青少年局 管理課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 大阪市一時預かり事業利用申込書の印刷にかかる支出について
72,900

こども青少年局 管理課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 需用費　消耗品費 幼児歯科対策事業にかかる表彰式進呈品セットの買入及び同経費の支出について
31,185

こども青少年局 管理課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　父親の育児参加啓発事業に係る会場使用料の支出について（第1回）
41,920

こども青少年局 管理課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立西船場幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）にかかる支出について
1,118,426

こども青少年局 管理課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立堀江幼稚園産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）に係る支出について
824,454

こども青少年局 管理課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第1回目）
48,328,122

こども青少年局 管理課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成31年度　新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の再支出について　Ｎｏ.２
4,020

こども青少年局 管理課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成31年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の再支出について　Ｎｏ.２
22,100

こども青少年局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 平成31年5月分市内出張費にかかる支出について
10,834

こども青少年局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成31年度　妊婦健康診査、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について　４月分（府外）
10,167,300

こども青少年局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成31年度　妊婦健康診査事業及び新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（３回目）
52,700

こども青少年局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成31年度　妊婦健康診査事業及び新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（３回目）
765,136

こども青少年局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 需用費　消耗品費 市立幼稚園用乾式電子複写機借入経費の支出について（令和元年５月分）
597,046

こども青少年局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末等機器（総合福祉システム　母子保健関連事務）長期借入の実施及び同経費の支出について
436,644

こども青少年局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市子育て活動支援事業他２事業にかかる業務委託及び同経費の支出について（第二四半期分①）
197,484,336

こども青少年局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童手当事業に係る子育てワンストップサービスに関する電子データのダウンロード・署名検証・帳票等作成業務委託（５月分）
70,116

こども青少年局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 需用費　消耗品費 児童手当現況届用窓あき封筒と現況届用返信用封筒の買入経費にかかる支出について
2,126,304

こども青少年局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成31年度妊産婦・乳児一般健康診査、出産前小児保健指導事業、新生児聴覚検査事業に要する健診委託料の支出について５月分（６回目　府内）
237,894,037

こども青少年局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 平成31年度　乳児家庭全戸訪問事業にかかる出生連絡票後納料金の支払いについて（５月分）
75,731

こども青少年局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 平成31年度　乳児一般健康診査事業に要する健診委託料の支出について　５月分（７回目・府内）
626,612

こども青少年局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成31年度　妊婦健康診査事業に要する医療扶助費の支出について（４回目）
1,029,074

こども青少年局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 扶助費　医療扶助金 平成31年度　新生児聴覚検査事業に要する医療扶助費の支出について（４回目）
87,130

こども青少年局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（住吉幼稚園ほか１１園）機械警備業務委託長期継続にかかる同所要経費の支出について（５月分）
194,400

こども青少年局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 委託料　委託料 大阪市立幼稚園（菅南幼稚園ほか１６園）機械警備業務委託長期継続にかかる同所要経費の支出について（５月分）
468,180

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 平成３１年度私立幼稚園就園奨励費補助事業にかかる事務手引き等の印刷にかかる所要経費の支出について
244,413

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　印刷製本費 平成３１年度私立幼稚園就園奨励費補助事業にかかる事務手引き等の印刷にかかる所要経費の支出について
205,638

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３１年度児童手当関係書類裁断、封入・封緘、配送業務委託契約の支出について
1,969,938

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 委託料　委託料 乳幼児精密健康診査事業にかかる診査費の支出について（5月分）
201,410

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度父親の育児参加啓発事業に係る会場使用料の支出について（第7回10月14日,第8回11月4日,第9回11月17日,第10回12月8日,第13回2月9日）
202,350

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　父親の育児参加啓発事業に係る会場使用料の支出について（第2回：6月30日）
40,470

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　父親の育児参加啓発事業に係る会場使用料の支出について（第14回：2月24日）
40,470

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 使用料及賃借料　使用料 令和元年度　父親の育児参加啓発事業に係る会場使用料の支出について（第12回：1月19日）
40,470

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 負担金、補助及交付金　補助金 平成31年度不妊に悩む方への特定治療支援事業助成金の支出について（第2回目）
24,761,548

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成３１年度大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館管理運営業務の実施及び同所要経費の支出について（第2四半期分）
14,990,250

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 役務費　通信運搬費 平成31年度　市立幼稚園回線使用料の支出について（５月１日～５月31日）
249,520

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立滝川幼稚園ほか48園自動体外式除細動器（AED）長期借入契約にかかる支出について（5月分）
111,780

こども青少年局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 幼稚園費 園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立幼稚園用自動体外式除細動器（AED）長期借入にかかる支出について（長期継続契約）　菅南幼稚園　外４件（5月分）
14,796

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成31年度母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業にかかる業務委託の実施について（上半期分）（みおつくし福祉会）
13,117,580

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成31年度母子生活支援施設退所児童支援ネットワーク事業にかかる業務委託の実施について（上半期分）（大念仏寺社会事業団）
4,372,526

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成31年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（上半期分）
6,335,182

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成31年度要保護児童対策地域協議会機能強化事業業務委託（概算契約）の実施及び同所要経費の支出について（上半期分）
703,472

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）２／７
523,718

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）３／７
776,141
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こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）１／７
1,390,529

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）４／７
917,231

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）５／７
1,090,144

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）７／７
37,468

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　こども医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）６／７
1,591,871

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成31年度：1回目）
350,708

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）４／５
223,522

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）５／５
149,851

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）１／５
99,174

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）２／５
117,126

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業用　ひとり親医療助成費にかかる支出について（６月５日払い分）３／５
358,801

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成31年度施設退所児童等居場所・自助活動支援事業にかかる所要経費の支出について（上半期分）
3,281,500

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度児童扶養手当給付費の支出について（6月期充当払）
297,710

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度児童扶養手当給付費の支出について（6月期随時払）
17,244,840

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　其他扶助金 大阪市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金の支出について（平成30年8月～平成31年3月分）
564,000

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 平成31年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（平成31年度4月分）
698,620

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 負担金、補助及交付金　分担金 近畿児童養護施設協議会第６８回近畿児童福祉施設スポーツ大会開催にかかる分担金の支出について
100,000

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 里親にかかるレスパイト・ケアの支出について（平成31年4月分）
22,400

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 京都府立桃山学園にかかる措置費（４月分）の支出について
359,360

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成31年度ひとり親家庭等日常生活支援事業及びエンゼルサポーター派遣事業にかかる所要経費の支出について（平成31年度4月分）
1,440,307

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業合格時給付金の支出について
134,888

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭専門学校等受験対策受講修了時給付金、合格時給付金の支給について
717,180

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 ひとり親家庭医療費助成事業用鍼灸マッサージに係る療養費の支出について（５月分）
1,347,083

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３１年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払分）
123,130,488

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費の支出について(４月請求分）
234,545

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３１年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（４月診療５月審査分・後期高齢者医療）
120,647

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３１年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払分）
84,650,333

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講修了時給付金の支出について（平成３１年度：第２回目）
150,000

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(４月診療６月支払い分）
20,568

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(４月診療６月支払い分）
22,349,329

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３１年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費審査支払手数料の支出について（５月審査分）
448,821

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(４月診療６月支払い分）
116,481

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成31年度施設退所児童等社会生活・就労支援事業の実施並びに同所要経費の支出について（上半期分）
4,608,000

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３１年度こども医療費助成事業用医療費審査支払手数料の支出について（５月審査分）
4,791,312

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度児童入所施設等措置費の支出について（６月分事務費）
491,291,355

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 児童福祉施設措置児童にかかる公費負担医療費・事務委託料の支出について(４月診療６月支払い分）
19,615,513

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度大阪市社会的養護継続支援事業の所要経費の支出について（こどもサポートホーム：５月分、里親：４～５月分）
384,910

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３１年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（５月審査）（国保・後期高齢分）
2,498,364

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３１年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔整審査支払事務委託料の支出について（５月審査分）（国保分）
264,627

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 大阪市立弘済みらい園外３施設にかかる指定管理業務代行料の支出について（６月払）
64,598,579

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 母子生活支援施設東さくら園にかかる指定管理業務代行料の支出について（６月払）
11,490,970

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和元年度第1回大阪市児童福祉審議会社会的養育専門部会に係る委員報酬等の支出について
99,000

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年度第1回大阪市児童福祉審議会社会的養育専門部会に係る委員報酬等の支出について
2,900

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３１年度こども医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（６月決定分）
9,413,379

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成31年度：2回目）
402,424

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３１年度ひとり親家庭医療費助成事業用柔道整復術療養費の支出について（６月決定分）
7,474,325

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（令和元年5月分・ひとり親ライン）の支出について
3,160
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こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成31年度市営福祉目的住宅入居者募集申込みのしおり（点字版）作成業務委託にかかる所要経費の支出について
55,350

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　其他扶助金 平成31年度大阪市社会的養護継続支援事業の所要経費の支出について（山口ホーム：５月分）
180,000

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支出について（平成31年度：3回目）
130,398

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成31年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等封入、封緘、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中２回目）
237,893

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成３１年度こども医療費助成事業用医療費審査支払事務委託料の支出について（５月審査分）
19,222,876

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成31年度総合福祉システム（福祉五法システム）納入通知書等作成業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中２回目）
189,712

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 委託料　委託料 平成31年度施設退所児童自立生活支援事業の実施並びに同所要経費の支出について（みおつくし福祉会）（前期分）
9,402,480

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３１年度こども医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払分）
603,356,647

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　医療扶助金 医療助成事業　こども医療助成費にかかる支出について（４月２日、５月１０日払い分）（口座振替不能分）
56,058

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度児童入所施設等措置費の支出について（５月分事業費６月払い）
57,815,485

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 委託料　委託料 平成３１年度ひとり親家庭医療費助成事業用審査支払事務委託料の支出について（５月審査分：基金）
1,827,462

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 扶助費　医療扶助金 平成３１年度ひとり親家庭医療費助成事業用医療費の支出について（６月概算払分：基金）
78,285,873

こども青少年局 こども家庭課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿波座センタービル（明治小学校分校）にかかる、水道使用料金経費の支出について（６月請求分）
12,656

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成31年度　阿武山学園教育費等（昼食代・交通費6月分）の支出について
39,970

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（平成31年４月分）
3,505

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（４月分）の支出について
77,826

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 弘済小学校分校実施の社会見学参加にかかる昼食代および交通費の支出について（６月10日実施分）
1,600

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 弘済小学校分校実施の社会見学参加にかかる昼食代および交通費の支出について（６月10日実施分）
200

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（５月分：５月１日～５月31日）
1,814

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　燃料費 阿武山学園　小口支払基金の支出について（５月分：５月１日～５月31日）
40,000

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　食糧費 阿武山学園卓球部の高槻市卓球大会参加に伴う昼食代・大会参加費の支出について（令和元年６月16日開催分）
2,400

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園　小口支払基金の支出について（５月分：５月１日～５月31日）
9,200

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園観察寮舎一式　借入及び同所要経費の支出について（平成31年度４月分）
823,500

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園仮設建物（本館・講堂棟）一式借入の実施及び同経費の支出について（平成31年度４月分）
3,716,181

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 阿武山学園卓球部の高槻市卓球大会参加に伴う昼食代・大会参加費の支出について（令和元年６月16日開催分）
800

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用　男子用スクール水着　外13点買入及び所要経費の支出について
69,908

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園事業用小型乗用車（３台）長期借入及び同所要経費の支出について（令和元年５月分）
135,216

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成31年度　阿武山学園入所児童生活指導訓練費の支出について（６月分）
159,500

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 阿武山学園　市内出張交通費（５月分）の支出について
22,880

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園公用車の高速道路使用に係るＥＴＣ料金の支払について（令和元年５月15日締切分）
29,120

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　特別旅費 平成31年度全国児童自立支援施設長会議及び社会的養護を担う児童福祉施設長研修会への出席にかかる同所要経費の支出について
42,680

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用スパイク①　ほか12点買入及び同所要経費の支出について
160,876

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 阿武山学園厨房冷蔵庫修繕及び同経費の支出について
30,888

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園仮設建物（本館・講堂棟）一式借入の実施及び同経費の支出について（令和元年5月分）
3,716,181

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 阿武山学園観察寮舎一式　借入及び同所要経費の支出について（令和元年5月分）
823,500

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 扶助費　措置扶助金 平成31年度　阿武山学園教育費等（昼食代・交通費・制服代）の支出について
103,071

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 阿武山学園事業用痒み止めクリーム　外９点の買入及び所要経費の支出について
46,170

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　事業用切手（平成31年度第２四半期分）の購入について
18,800

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　ネットワーク回線使用料（平成31年４月分）の支出について
5,130

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（平成31年４月～令和元年５月分）の支出について
823,650

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 阿武山学園　水道料金（平成31年４月～令和元年５月分）の支出について
549,270

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　賄材料費 大阪市立阿武山学園の給食材料の購入について（平成31年７月分）
2,400,000

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 阿武山学園　電話料金の支出について（平成31年５月分）
4,187

こども青少年局 阿武山学園 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 阿武山学園白衣等洗濯業務委託（概算契約）及び同所要経費の支出について（平成31年４月分）
1,620

こども青少年局 運営担当 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成31年度養子縁組普及啓発・委託促進・養育支援事業の実施について（１回目）
2,053,242

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　食糧費 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月１回目）
336

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成31年度児童福祉司任用前講習会にかかる経費の支出について（5月9日実施分）
11,960
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こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 平成31年度講師等養成研修への参加及び同所要経費の支出について（令和元年5月14日～5月16日実施分）
49,850

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成31年度　こども相談センター用　乾式デジタル複合機（単価契約）の支出について（１台４月分）（平成30年5月1日～平成33年4月30日）
24,242

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成31年度講師等養成研修参加にかかる資料代の支出について（令和元年5月14日～16日実施）
2,000

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月１回目）
40,000

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用電気料金（４月分）の支出について
1,574,427

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月１回目）
12,160

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月１回目）
8,452

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成31年度大阪市こども相談センター昇降機保守点検業務委託料(4月分)の支出について
133,920

こども青少年局 運営担当 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月１回目）
10,400

こども青少年局 運営担当 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成31年度児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（４月分）の支出について
49,500

こども青少年局 運営担当 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成31年度児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（４月分）の支出について
2,130

こども青少年局 運営担当 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和元年5月21日実施分）
1,800

こども青少年局 運営担当 令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 大阪市こども相談センター事業用ガス料金（５月分）の支出について
837,363

こども青少年局 運営担当 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（5/21,22実施分）
46,500

こども青少年局 運営担当 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（5/15実施分）
18,600

こども青少年局 運営担当 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 第121回日本小児精神神経学会参加にかかる参加費の支出について
7,000

こども青少年局 運営担当 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成３１年度こども相談センター事業用電話料金（５月分）の支出について（児童虐待ホットライン用フリーダイヤル通話料）
51,537

こども青少年局 運営担当 令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和元年5月20日実施分）
49,040

こども青少年局 運営担当 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 平成31年度児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（５月分）の支出について
66,000

こども青少年局 運営担当 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 平成31年度児童福祉審議会こども相談センター審査部会用報酬等（５月分）の支出について
2,760

こども青少年局 運営担当 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.１）１回目
4,633,020

こども青少年局 運営担当 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月末分）
1,705

こども青少年局 運営担当 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月末分）
40,000

こども青少年局 運営担当 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月末分）
10,350

こども青少年局 運営担当 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（５月末分）
10,300

こども青少年局 運営担当 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 第50回ＷＩＳＣ－Ⅳ知能検査技術講習会受講料の支出について
25,920

こども青少年局 運営担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 スクールカウンセラー報償金の支出について（平成31年度４月分）再支出について
226,146

こども青少年局 運営担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和元年5月31日実施分）
12,720

こども青少年局 運営担当 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入及び同経費の支出について（５月分）
58,860

こども青少年局 運営担当 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和元年5月28日実施分）
8,210

こども青少年局 運営担当 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 大阪市こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（４月分）の支出について
536,685

こども青少年局 運営担当 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度こども相談センター事業用自動車長期借入にかかる支出について（５月分）
113,832

こども青少年局 運営担当 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 （仮称）北部こども相談センター建設予定地の防犯灯の電気料金（５月分）の支出について
859

こども青少年局 運営担当 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　特別旅費 2019年度児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修の受講及び同経費の支出について
149,550

こども青少年局 運営担当 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 こども相談センターサテライト西淀川水道料金（５月請求分）の支出について
1,533

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　児童相談システム機器等長期借入にかかる支出について（５月分）
68,575

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　児童相談システム機器等長期借入にかかる支出について（５月分）
119,021

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 こども相談センター・南部こども相談センター・阿武山学園　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）経費の支出について（平成31年4月分）
23,720

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成31年度こども相談センター通訳ボランティア派遣にかかる経費の支出について（５月27日、６月２日実施分）
6,800

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和元年6月3日実施分）
37,660

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター・南部こども相談センター・阿武山学園　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）経費の支出について（平成31年4月分）
76,675

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター・南部こども相談センター・阿武山学園　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）経費の支出について（平成31年4月分）
10,297

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成31年度こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
52,345

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター清掃業務委託料（令和元年５月分）の支出について
738,936

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成31年度大阪市こども相談センター及び大阪市南部こども相談センターにおける臨床検査業務委託(概算契約）の支出について（５月分）
12,666

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター自動体外式除細動器（ＡＥＤ））使用料の支出について（５月分）
3,585

こども青少年局 運営担当 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 平成31年度性加害行動変化のための治療教育に関する研修にかかる受講料の支出について
15,000
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こども青少年局 運営担当 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成31年度こども相談センター不登校児童通所事業（中央通所ルームＡ外１１区分）業務委託契約にかかる支出について（令和元年５月分）
7,460,589

こども青少年局 運営担当 令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成31年度大阪市こども相談センター休日及び平日夜間電話教育相談事業業務委託契約にかかる支出について（令和元年5月分）
2,250,000

こども青少年局 運営担当 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成31年度こども相談センター事業用一時保護にかかる措置費の支出について（No.１）その２
238,740

こども青少年局 運営担当 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成31年度こども相談センター親・子のカウンセリング事業用報償金（５月分）の支出について
326,500

こども青少年局 運営担当 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 平成31年度　精密検診及び事後指導用報償金（５月分）の支出について
16,200

こども青少年局 運営担当 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和元年6月5日実施分）
4,040

こども青少年局 運営担当 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）の支出について（５月分）
8,035

こども青少年局 運営担当 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 負担金、補助及交付金　会費 2019年度児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修の受講料の支出について
81,000

こども青少年局 運営担当 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成31年度児童相談システム用バックアップデータ遠隔地保管業務委託にかかる支出について（５月分）
6,696

こども青少年局 運営担当 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業(性加害治療教育プログラム）の実施経費の支出について（6/5実施分）
28,500

こども青少年局 運営担当 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 平成31年度大阪市こども相談センター昇降機保守点検業務委託料(5月分)の支出について
133,920

こども青少年局 運営担当 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料（４月分）の支出について
65,670

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 こども相談センター・南部こども相談センター・阿武山学園　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）及び所要経費の支出について（令和元年５月分）
26,130

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 里親登録前研修にかかる報償金（第１クール分）の支出について
36,240

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成31年度　こども相談センター用　乾式デジタル複合機（単価契約）の支出について（１台５月分）（平成30年5月1日～平成33年4月30日）
18,558

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター・南部こども相談センター・阿武山学園　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）及び所要経費の支出について（令和元年５月分）
11,262

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 こども相談センター・南部こども相談センター・阿武山学園　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）及び所要経費の支出について（令和元年５月分）
165,045

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 大阪市こども相談センター電話端末移設・増設作業にかかる経費の支出について
130,420

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　手数料 一時保護中児童にかかる診断書の作成経費の支出について
6,480

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター警備（人的警備）業務委託料(令和元年5月分)の支出について
667,050

こども青少年局 運営担当 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市こども相談センター等施設維持管理業務委託料(令和元年5月分)の支出について
483,840

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（令和元年５月22日実施分）
17,500

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.101）
555,540

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報償費　報償金 大阪市南部こども相談センター通訳ボランティア経費の支出について（５月２３日実施分）
3,400

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成３１年度大阪市南部こども相談センターにおける庁内情報ネットワーク用回線使用料（平成３１年４月分）の支出について
5,130

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童移送用公用車ＥＴＣ利用有料道路通行料の支出について（平成31年04月分）
39,260

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 南部こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（４月分）の支出について
122,116

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の支出について（令和元年５月28日実施分）
16,840

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター警備(人的警備)業務委託長期継続（令和元年５月分）の支出について
563,887

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 委託料　委託料 大阪市南部こども相談センター清掃業務委託長期継続（令和元年5月分）の支出について
256,500

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 こども相談センター事業用（５人乗り）自動車の長期借入（令和元年5月分）の支出について
36,396

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用小型乗用車長期借入（令和元年5月分）の支出について
64,692

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　燃料費 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
40,000

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
2,700

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 平成31年度大阪市南部こども相談センター用乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）にかかる支出について（5月分）
64,008

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　光熱水費 南部こども相談センター事業用ガス料金（令和元年5月分）の支出について
49,296

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 役務費　通信運搬費 平成31年度南部こども相談センター事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
15,689

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 大阪市南部こども相談センター事業用乾式電子複写機（ＦＡＸ機）長期借入にかかる所要経費の支出について（令和元年５月分）
5,076

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 需用費　消耗品費 大阪市こども相談センター及び南部こども相談センター一時保護所用　幼児用（男児用）ボクサーパンツ　ほか10点の支出について
1,562,760

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター児童相談システム機器（追加分）等借入経費の支出について（５月分）
13,932

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.102）
926,830

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度南部こども相談センター一時保護にかかる措置費の支出について（NO.103）
1,758,470

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 南部こども相談センター事業用市内・近接管外出張交通費（４月分）の再支出について
320

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 措置等にかかる管外出張旅費の再支出について（令和元年５月28日実施分）
8,420

こども青少年局
南部こども相談セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 使用料及賃借料　使用料 南部こども相談センター診療所用レセプト電算処理システム長期借入及び同経費の支出について
46,699

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料
平成31年度総合福祉システム（福祉五法システム）保育所入所関係帳票裁断、封入、折込、仕分け、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中１回
目） 531,151

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度　こども・子育て支援事務センター　管理費及び修繕積立費（６月分）の支出について
112,360
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こども青少年局 保育企画課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成31年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（４月分）の支出について（兵庫県多可郡多可町：キッズランドやちよ分）
143,400

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　市内民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
843,670,596

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　市内民間認可保育所子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
3,634,409,930

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　市内民間幼稚園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
96,489,318

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　市内地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
515,568,690

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 幼児教育・保育の無償化に関する都道府県等説明会の出席にかかる経費の支出について
57,800

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料
平成31年度総合福祉システム（福祉五法システム）保育所入所関係帳票裁断、封入、折込、仕分け、配送業務委託にかかる経費の支出について（全１２回中２回
目） 174,238

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 令和元年度市内出張交通費の支出について（４月分）
36,172

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成31年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について（島根県江津市：あさりこども園分）
62,270

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 大阪市児童福祉審議会保育事業認可前審査部会に係る経費の支出について【第２次公募（入所枠：６人以上）・市有地活用公募（淀川区）】
247,500

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 大阪市児童福祉審議会保育事業認可前審査部会に係る経費の支出について【第２次公募（入所枠：６人以上）・市有地活用公募（淀川区）】
10,520

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 こども・子育て支援事務センター用　乾式デジタル複合機　長期借入（単価契約）の支出について　（平成31年4月分）
30,943

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成31年度他市認定こども園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について（認定こども園鴻池学園幼稚園）
2,576,740

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　他市地域型保育事業所子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
1,988,390

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　他市民間認定こども園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
30,911,867

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 役務費　通信運搬費 待機児童調査における返信用封筒に係る郵便料金の支出について（５月分）
194

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　他市民間保育所子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
2,153,710

こども青少年局 保育企画課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 扶助費　措置扶助金 平成３１年度　他市幼稚園子どものための教育・保育給付費（６月分）の支出について
277,164

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 需用費　消耗品費 市立保育所用デジタルカラー複合機長期借入（単価契約）（4月分）
32,166

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ６月３日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（６月４～６月７日）６月１週
2,477

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 市立保育所用デジタルカラー複合機長期借入（単価契約）（4月分）
437,746

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成31年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（4月分）
917,951

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成31年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（4月分）
1,629,288

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月03日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ６月３日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（６月４～６月７日）６月１週
2,880

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月04日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費支払いについて（４月分）
96,193

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月05日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 磯路保育所調理室給湯器修繕にかかる経費の支出について
57,306

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 鷹合保育所４歳児保育室空調機洗浄作業にかかる経費の支出について
54,000

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 瓜破保育所４歳児保育室空調機清掃作業にかかる経費の支出について
31,536

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ６月１０日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（６月１１～６月１４日）６月２週
7,316

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ６月１０日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（６月１１～６月１４日）６月２週
6,240

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理講習受講手数料の支出について
8,000

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月13日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 第41回人権保育教育連続講座への派遣及び同所要経費の支出について
50,000

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　残留塩素測定試薬の購入及び同経費の支出について
132,868

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　天井埋め込み換気扇（長橋第２保育所用）の購入及び同経費の支出について
12,193

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ゴム印５点の購入及び同経費の支出について
24,247

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報償費　報償金 大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議実施経費の支出について
52,380

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 ６月１７日支出分　所外保育にかかる普通旅費の支出について（６月１８～６月２１日）６月３週
10,320

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 海老江保育所4歳児保育室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
31,536

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 ６月１７日支出分　所外保育にかかる使用料の支出について（６月１８～６月２１日）６月３週
4,400

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　特別保育事業（令和元年４月分）
91,146

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 大阪市地域子育て支援拠点事業（一般型（ひろば型））の支出について
1,200,000

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所職員市内出張交通費の支出について　一般（令和元年４月分）
336,535

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月19日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 平成31年度乳児保育担当者研修会への参加及び同所要経費の支出について
20,000

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　消耗品費 保育所用　ガス鋳物コンロ（三重）の購入及び同経費の支出について
25,704

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 姫島保育所調理室冷蔵庫点検作業にかかる経費の支出について
3,780

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 令和元年度　保育所運営事業委託料の支出について（６月分）
259,858,443

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（西エリア）の所要経費の支出について（5月分）
249,480
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こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（南エリア）の所要経費の支出について（5月分）
190,836

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（北エリア）の所要経費の支出について（5月分）
226,476

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 市立保育所機械警備業務委託（東エリア）の所要経費の支出について（5月分）
247,968

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月20日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　使用料 南津守保育所施設一式長期借入契約の実施及び同所要経費（５月分）の支出について
718,200

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　備品修繕料 八幡屋保育所調理室給湯器修繕にかかる経費の支出について
50,976

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 委託料　委託料 大阪市病児・病後児保育事業（浅香東保育所）（病後児対応型）の所要経費の支出について
1,356,000

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　普通旅費 保育所運営課市内出張交通費支払いについて（４月分）
5,190

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 需用費　光熱水費 加島第１保育所ほか16施設で使用する電気（高圧）（5月分）
1,991,197

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供（平成26年7月～平成32年3月）（4月分）の支出について
415,530

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月25日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成31年度こども青少年局所管施設一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（5月分）
732,744

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 小田町保育所調理室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
3,780

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月26日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 負担金、補助及交付金　会費 甲種防火管理講習受講手数料の支出について
40,000

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　通信運搬費 市立三国保育所入所児童緊急受診に伴うタクシー乗車料金の支出について
660

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 小田町保育所０歳児室給湯器点検作業の実施及び同所要経費の支出について
3,240

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 苅田南保育所５歳児保育室空調機清掃作業の実施及び同所要経費の支出について
55,296

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 役務費　手数料 千本保育所調理室空調機点検作業の実施及び同所要経費の支出について
13,500

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 委託料　委託料 平成31年度こども青少年局所管施設産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託（概算契約）の所要経費の支出について（5月分）
1,226,982

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度都市再生機構内保育所（出来島・千島・豊里第２）賃貸料、共益費の支出について
265,820

こども青少年局 保育所運営課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 備品購入費　機械器具費 保育所用　アコーディオンカーテン（三国保育所）の購入及び同経費の支出について
208,440

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月06日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター用乾式電子複写機借入経費の支出について（平成31年４月分）
56,100

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月07日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研究会（５・６月実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
20,200

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月10日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会（5月24日実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
30,460

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会（5月27日実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
23,540

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月11日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 平成31年度大阪市保育・幼児教育センターにおけるインターネット回線使用料（4月分）
5,130

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 公私幼保合同研修会（５月）にかかる所要経費の支出について（会場費）
19,300

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月12日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度大阪市保育・幼児教育センター維持管理の実施及び同所要経費の支出について（令和元年５月分管理業務委託費）
760,425

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会　連続講座（コミュニケーション）にかかる所要経費の支出について（報償金）
20,340

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月14日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会（5月30日実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
16,300

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研究会（５月31日実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
29,140

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 平成31年度大阪市保育施設等職員研修事業業務委託の実施及び同所要経費の支出について（全４回支払予定のうち１回目）
2,700,000

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 就学前教育カリキュラムパイロット園所事業にかかる所要経費の支出について（５月分）
23,360

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保研究会（6月4日　5領域研究会「人間関係」」)の所要経費の支出について（報償金）
29,240

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月18日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会（6月4日実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
19,300

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月21日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研究会（6月5日実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
24,540

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研究会（５・６月実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
19,640

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会（6月幼児教育研修会「人間関係」）にかかる所要経費の支出について（報償金）
18,840

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月24日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度大阪市保育連合会分担金の支出について
204,094

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　普通旅費 平成31年度市内出張交通費の支出について（4・5月分）
23,137

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会　連続講座（わらべうた）にかかる所要経費の支出について（報償金）
13,860

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報償費　報償金 公私幼保合同研修会（6月実施分）にかかる所要経費の支出について（報償金）
30,000

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 需用費　消耗品費 大阪市保育・幼児教育センター用乾式電子複写機借入経費の支出について（令和元年５月分）
40,868

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 平成31年度大阪市保育・幼児教育センターにおけるインターネット回線使用料（5月分）
5,130

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 役務費　通信運搬費 大阪市保育・幼児教育センター事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
6,676

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 委託料　委託料 大阪市保育・幼児教育センター清掃業務委託　長期継続の実施及び同所要経費の支出について（令和元年５月分）
54,000

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 使用料及賃借料　使用料 公私幼保合同研修会（６月実施分）にかかる所要経費について（会場費）
19,300

こども青少年局
保育・幼児教育セン
ター

令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 負担金、補助及交付金　会費 2019年度全国保育協議会　近畿ブロック保育研究集会大阪大会参加にかかる所要経費の支出について（会費）
24,000

環境局 環境管理課 令和元年06月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用子局機器一式借入（再リース）に係る経費の支出について（4月分）
75,816
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環境局 環境管理課 令和元年06月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用親局機器一式長期借入に係る経費の支出について（4月分）
280,044

環境局 環境管理課 令和元年06月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用環境データ処理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（4月分）
76,140

環境局 環境管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式の長期借入契約に係る経費の支出について（４月分）
42,984

環境局 環境管理課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（５月14日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 環境局（ＡＴＣ）庁舎電話料金の支出について（庁舎管理用：4月分）
54,625

環境局 環境管理課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（4月分　事務連絡用）
16,012

環境局 環境管理課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 産業廃棄物情報管理システム用プリンタートナーの買入に係る支出について
48,168

環境局 環境管理課 令和元年06月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成31年4月分）
6,703

環境局 環境管理課 令和元年06月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 （環境規制）連絡調整用市内等出張交通費の支出について（平成31年4月分）
400

環境局 環境管理課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 令和元年度大都市環境保全主管局長会議用出張交通費の支出について
520

環境局 環境管理課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費の支出について（４月分　環境影響評価用）
1,532

環境局 環境管理課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 ＰＣＢ調査用公用車法定点検等に係る経費の支出について
29,160

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
4,536

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
1,922

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
510

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和元年　５月分）
3,100

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和元年　５月分）
900

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和元年　５月分）
500

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
300

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（4月分）
1,600

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 窒素酸化物対策推進事業用南港ポートタウン中央ゲート駐車場倍速充電スタンドに係る令和元年度普通財産使用料の支出について（4▲6月分）
257

環境局 環境管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について【西部環境保全監視グループ】（令和元年　５月分）
3,300

環境局 環境管理課 令和元年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般業務用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）【西部環境保全監視グループ】
2,380

環境局 環境管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　特別旅費 平成31年度環境省　騒音・振動防止研修に係る旅費の支出について（一般事務用）
29,980

環境局 環境管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　自動車騒音面的評価システム機器一式　借入（再リース）に係る経費の支出について（５月分）
3,240

環境局 環境管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 夢洲における掘削、埋戻し作業に係る費用の支出について（排出事業者規制指導用）
140,400

環境局 環境管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報償費　報償金 悪臭防止対策用悪臭分析パネルに係る報償金の支出について（５月29日実施分）
18,000

環境局 環境管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境データ処理システム用環境データ処理システム機器一式長期借入に係る経費の支出について（5月分）
76,140

環境局 環境管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 産業廃棄物規制用市内出張交通費の支出について（５月分）
2,980

環境局 環境管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 平成31年度環境パトロール車両法定点検等の実施及び規制指導用経費の支出について
101,827

環境局 環境管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 車検登録印紙（環境パトロール車両法定点検用）経費の支出について
1,200

環境局 環境管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 自動車重量税（環境パトロール車両法定点検用）経費の支出について
8,200

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 【東部環境保全監視グループ】市内出張交通費（事務連絡用、令和元年５月分）の支出について
860

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（公害パトロール用・4月分）
76,233

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 ＡＴＣ庁舎電気料金の支出について（庁舎管理用：5月分）
340,158

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣ高速道路通行料の支出について（公害パトロール・4月分）
23,090

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）賃料・共益費の支出について（庁舎管理用:７月分）
4,626,594

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）月極駐車場使用料金の支出について（庁舎管理用：７月分）
108,000

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局（ＡＴＣ庁舎）構内電話配線使用料の支出について（庁舎管理用：５月分）
1,080

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　４月分
3,199

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油の購入（規制指導用）経費の支出について　４月分
4,781

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ETC利用高速道路（車両有料道路）通行料費用の支出について　４月分
6,440

環境局 環境管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 産業廃棄物情報管理システム用機器一式の長期借入契約に係る経費の支出について（５月分）
42,984

環境局 環境管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用子局機器一式借入（再リース）に係る経費の支出について（5月分）
75,816

環境局 環境管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
4,000

環境局 環境管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,000

環境局 環境管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 南西部環境保全監視グループ小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
300
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環境局 環境管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大気汚染常時監視テレメータシステム用親局機器一式長期借入に係る経費の支出について（5月分）
280,044

環境局 環境管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,400

環境局 環境管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【東部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,400

環境局 環境管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 負担金、補助及交付金　分担金 水質汚濁対策用平成31年（令和元年）度大阪湾環境保全協議会分担金の支出について
75,000

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
4,669

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,464

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　損害保険料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,950

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
400

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
500

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
800

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
400

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
3,900

環境局 環境管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 緊急時対策用ＡＴＣ庁舎の構内配線使用に係る経費の支出について（5月分）
4,860

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（５月分）
760

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 水質汚濁対策用市内出張交通費の支出について（５月分）
8,154

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル改訂検討会（第１回）」の出席に係る旅費の支出について（大気汚染対策費）
26,740

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（燃－１・公害パトロール用・5月分）
6,297

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 郵便料金の支出について（5月分　環境管理部　一般業務用）
22,153

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 環境保全関係業務処理システム用サーバ及び周辺装置の借入に係る経費の支出について（５月分）
90,504

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
4,200

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
4,000

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 【北部環境保全監視グループ】小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,200

環境局 環境管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度大都市環境保全主管局長会議開催に係る会議負担金の支出について（一般事務用）
3,000

環境局 事業管理課 令和元年06月03日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場電気代（４月分）の支出について
1,405,582

環境局 事業管理課 令和元年06月03日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場ガス代（４月分）の支出について
5,479,673

環境局 事業管理課 令和元年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託（単価契約）の支出について（平成31年4月分）
1,511,395

環境局 事業管理課 令和元年06月04日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク霊園管理にかかる管外出張について（泉南メモリアルパーク整備用）
3,640

環境局 事業管理課 令和元年06月04日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 泉南メモリアルパーク霊園管理にかかる管外出張について（霊園管理用）
3,160

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレ光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）（４月分）の支出について
148,199

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
4,695,000

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
4,093,860

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
3,288,000

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
3,214,500

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
4,158,000

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
3,270,000

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
3,320,100

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
3,210,000

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
3,292,463

環境局 事業管理課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
3,264,000

環境局 事業管理課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 報償費　報償金 山之内霊園に係る不動産の賃貸借の解消についての法律相談経費の支出について（霊園管理用）
32,400

環境局 事業管理課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
3,254

環境局 事業管理課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 業務連絡用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
15,966

環境局 事業管理課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
560

環境局 事業管理課 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 電話回線契約料（廃棄物処理事業用）の支払いについて（5月分）
1,233,789

環境局 事業管理課 令和元年06月10日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（霊園事業運営用）
37,800

環境局 事業管理課 令和元年06月13日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
124,990

環境局 事業管理課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 カッティングシート（廃棄物処理事業用）の購入経費の支出について
161,784
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環境局 事業管理課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 公衆トイレ清掃・管理業務委託（その１）経費（公衆トイレ整備用）の支出について（４月分）
618,797

環境局 事業管理課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 天六公衆トイレ清掃・管理業務委託経費（公衆トイレ整備用・４月分）の支出について
98,855

環境局 事業管理課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（4月分）
4,713,657

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
12,999

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
4,200

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,296

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
2,030

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
6,650

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用・４月分）の支出について
304,560

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成31年度　道路清掃業務委託【北部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
19,490,268

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成31年度　道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
3,281,609

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成31年度　道路清掃業務委託【人力除草】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
7,069,991

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成31年度　道路清掃業務委託【南部地域】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
14,493,826

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場作業服洗濯（概算契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
20,131

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 平成31年度　道路清掃業務委託【福島区・此花区・西淀川区内】（概算契約）経費（道路清掃事業用）の支出について（４月分）
19,906

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
71,625

環境局 事業管理課 令和元年06月17日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
382,250

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 廃棄物処理事業用大阪市粗大ごみ処理手数料収納業務委託経費の支出について（平成31年４月分）
521,533

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ＥＴＣによる高速道路利用料金にかかる経費の支出について（収集作業用）（４月分）
3,431,840

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,372,848

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,174,713

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
694,966

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,506,705

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
988,948

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,087,993

環境局 事業管理課 令和元年06月18日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
955,082

環境局 事業管理課 令和元年06月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市霊園管理システム機器調達経費（霊園整備用）の支出について（平成31年度・５月分）
31,244

環境局 事業管理課 令和元年06月19日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市霊園管理システム機器調達経費（霊園整備用）の支出について（平成31年度・５月分）
63,148

環境局 事業管理課 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 中浜流注場の車両用揮発油代金（し尿流注業務用）の支出について（４月分）
22,342

環境局 事業管理課 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 大阪地下鉄大阪シティバス回数カードの購入経費（事務連絡用）の支出について
90,000

環境局 事業管理課 令和元年06月20日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
233,125

環境局 事業管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
5,982

環境局 事業管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 廃棄物処理事業用粗大ごみ処理手数料納入通知書等の後納郵便料の支出について（令和元年５月分）
20,510

環境局 事業管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 環境事業センター庁舎清掃業務委託費（庁舎維持管理用）の支出について（４月分）
1,435,960

環境局 事業管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 清掃ボランティア用郵便後納料金の支出について（令和元年5月分）
56,310

環境局 事業管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
8,640

環境局 事業管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
100

環境局 事業管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場　一般廃棄物収集・運搬業務委託（概算契約）の支出について（斎場事業運営用5月分）
18,506

環境局 事業管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 北部環境事業センター外９ヶ所　機械警備業務委託の支出について（平成３１年４月分）
378,000

環境局 事業管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 平成31年度市設霊園（泉南メモリアルパーク）管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）（５月分）
7,656,570

環境局 事業管理課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 平成31年度大阪市設住吉霊園ほか４霊園管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用５月分）
3,025,530

環境局 事業管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 ごみ量集計用ごみ量集計システム運用・保守業務委託経費の支出について（令和元年5月分）
120,960

環境局 事業管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ量集計システムサーバ機及び周辺装置長期借入経費の支出について（令和元年5月分　ごみ量集計用）
29,160

環境局 事業管理課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 平成31年度大阪市設瓜破霊園ほか３霊園及び大阪市立服部納骨堂管理運営に係る業務代行料支払について（霊園管理用）５月分
21,663,000

環境局 事業管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 郵便切手の購入経費の支出について（廃棄物処理用）
7,880

環境局 事業管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 動物死体処理業務委託（単価契約）の支出について（平成31年5月分）
1,551,009

環境局 事業管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　通信運搬費 プロバイダー使用料の支出について(霊園管理用５月分)
1,080
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環境局 事業管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市立斎場予約受付システム用機器一式長期借入経費の支出について（斎場事業運営用５月分）
441,288

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
2,278

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
6,591

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 天六公衆トイレ光熱水費経費（公衆トイレ維持管理用）（５月分）の支出について
144,496

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（住之江区・住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,320,100

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（旭区・城東区・鶴見区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
4,695,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（平野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,214,500

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（北区・都島区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,270,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集受付センター運営業務委託（長期継続）に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
13,828,428

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度　河川水面清掃及び河川清掃ごみ運搬業務委託（概算契約）経費の支出について（4月分）
4,393,980

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 し尿収集運搬業務委託経費（し尿流注業務用）の支出について（５月分）
304,560

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（淀川区・東淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
4,713,657

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（天王寺区・東住吉区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,264,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（西区・港区・大正区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,292,463

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（東成区・生野区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
4,093,860

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（福島区・此花区・西淀川区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,210,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（中央区・浪速区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
3,288,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（北区）長期継続経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
11,307,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市粗大ごみ収集運搬業務委託（阿倍野区・西成区）長期継続に係る経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
4,158,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市普通ごみ収集運搬業務委託（都島区）長期継続経費の支出について（廃棄物処理事業用）（5月分）
9,428,400

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局庁舎地下駐車施設賃借料（施設維持管理用）の支出について（令和元年７月分）
59,400

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
570

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 報償費　報償金 瓜破霊園未利用地堆積物撤去及び土地明渡請求に係る交渉委任契約の履行に伴う報償金の支払について（霊園管理用）
1,188,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　消耗品費 トナーカートリッジほか１点購入経費の支出について（瓜破斎場事業管理用）
171,558

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　燃料費 小口支払基金繰入金の支出について（平成３１年５月分）
1,464

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　光熱水費 斎場事業運営用　瓜破斎場電気代（5月分）の支出について
1,416,604

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 役務費　手数料 瓜破斎場作業服洗濯（概算契約）の実施及び同経費の支出について（５月分）
25,455

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 瓜破斎場建物内警備業務委託の支出について（瓜破斎場管理運営用）（５月分）
34,020

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立北斎場及び鶴見斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用５月分）
25,131,832

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 委託料　委託料 大阪市立小林斎場及び佃斎場管理に係る業務代行料の支払いについて（斎場事業運営用5月分）
12,263,716

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（合葬式墓地還付用）
100,000

環境局 事業管理課 令和元年06月28日 一般会計 諸支出金 過年度支出 還付金 償還金、利子及割引料　還付金 霊地返還に伴う過年度還付金の支出について（泉南メモリアルパーク過年度還付用）
1,989,223

環境局 北部環境事業センター 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
648

環境局 北部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費の支出について（５月分）
25,639

環境局 北部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 廃棄物処理事業用　北部環境事業センター電気代（５月分）の支出について
348,370

環境局 北部環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（５月分）
415,248

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 一般事務用　平成31年4月分市内等出張交通費の支出について
13,190

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（31．4月分）
26,992

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（元年5月分）
9,168

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（元年5月分）
782

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（元年5月分）
2,500

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（元年5月分）
300

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金の支出について（車両洗車用・６月分）
14,811

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料金の支出について（庁舎管理用・５月分）
568,711

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（５月分）
20,611

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（５月分）
1,245,744

環境局 東北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入（廃棄物処理事業用）にかかる経費の支出について（５月中継地分）
124,574
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環境局 東北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東北環境事業センター電気代(5月分)の支出について
397,428

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油（第１四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成３１年４月分）
1,868,616

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（平成３１年４月分）
30,452

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油（第１四半期）買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（４月分）
775,656

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用等市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
2,810

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
14,856

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
5,652

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,200

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,000

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 安全運転管理用　安全運転管理者等法定講習受講経費の支出について
27,000

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（城北環境事業センター庁舎用）の支出について（令和元年５月分）
306,779

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（令和元年５月分）
14,515

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（城北環境事業センター用）の支出について（令和元年５月分）
24,312

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和元年５月分）
38,630

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 平成31年度　鶴見安全運転管理者部会会費の支出について（事故防止対策用）
12,000

環境局 城北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度　鶴見交通安全協会会費の支出について（事故防止対策用）
12,000

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
6,222

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
3,019

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
205

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰戻金の支出について（5月分）
8,100

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 事務連絡用市内出張交通費（5月分）の支出について
4,580

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）（５月分）
346,496

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）（6月分）
29,251

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 安全運転管理者等講習手数料の支出について（交通事故防止用）
22,500

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 西淀川安全運転管理者部会会費の支出について（交通事故防止対策用）
12,500

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（５月分）
775,656

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（5月分）
1,245,744

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料の支出について（庁舎管理用）（5月分）
326,256

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（減量美化用）（５月分）
3,890

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 灯油買入にかかる経費の支出について（整備棟用）
39,528

環境局 西北環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス購入経費の支出について（廃棄物収集輸送用）（５月分）
184,464

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成31年4月)
2,780

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　中部環境事業センター出張所電気代（４月分）の支出について
780,755

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について　平成３１年４月分
622,872

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度　安全運転管理者部会費（安全衛生用）にかかる経費の支出について
10,000

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(平成31年4月規制指導担当分)
14,770

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（16号～29号）の支出について　（令和元年5月分）
6,220

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金（16号～29号）の支出について　（令和元年5月分）
7,017

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金（16号～29号）の支出について　（令和元年5月分）
92

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金（16号～29号）の支出について　（令和元年5月分）
830

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金（16号～29号）の支出について　（令和元年5月分）
1,550

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
3,810

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,296

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
15,076

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
4,150

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットぺーパー購入経費の支出について（職員衛生用）
84,240

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 事業用　中部環境事業センター電気代（５月分）の支出について
646,720
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環境局 中部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 大阪地下鉄・大阪シティバス回数カード購入経費の支出について（事務連絡用）
90,000

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料(庁舎管理用)の支出について　令和元年５月分
309,576

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料（廃棄物収集運搬車用）の支出について令和元年６月分
6,873

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用経費（庁舎管理用）の支出について（５月分）
237,826

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用経費（車両洗車用）の支出について（６月分）
11,938

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 会議・健康診断等用市内出張交通費の支出について(令和元年5月　規制指導担当分)
6,040

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　中部環境事業センター出張所電気代（５月分）の支出について
888,040

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用）の支出について（令和元年５月分）
1,390

環境局 中部環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について　令和元年５月分
622,872

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（４月分）
745,110

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（４月分）
1,038,120

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 施設用　西部環境事業センター電気代（4月分)の支出について
430,774

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（４月分）
775,656

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 安全運転管理者等講習会受講手数料(証紙代)の支出について(事故防止対策用)
4,500

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 普及啓発連絡用往復ハガキ購入にかかる経費の支出について（推進員研修会）
52,576

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用西区推進員連合代表者会議（令和元年5月13日西区民センター）会場使用料の支出について
1,800

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,958

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
800

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,000

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 地域住民との連携によるごみ減量等の取組推進事業用港区推進員連合代表者会議（令和元年5月24日港区民センター）会場使用料の支出について
1,300

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度 西部環境事業センター内警備業務委託料（庁舎管理用）の支出について（５月分）
745,110

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成31年度　工業用水道使用料金（施設及び清掃用）の支出について（6月分）
14,509

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 平成31年度　下水道使用料金（施設用）の支出について（5月分）
928,389

環境局 西部環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内等出張交通費（事務連絡用等）の支出について（５月分）
970

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 安全運転管理者法定講習手数料の支出について（交通事故防止用）
4,500

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,501

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
540

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,560

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
3,271

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　東部環境事業センター電気代（５月分）の支出について
457,005

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 副安全運転管理者法定講習手数料の支出について（交通事故防止用）
18,000

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,400

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,395

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,800

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料の支出について（車両洗車用）６月分
24,337

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道使用料の支出について（庁舎管理用）５月分
412,905

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 令和　元年度生野交通安全管理者部会会費の支出について
15,000

環境局 東部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 令和　元年度生野交通安全協会会費の支出について
15,000

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 令和 元年度　安全運転管理者等法定講習料の支出について
22,500

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（研修等）の支出について（４月分）
3,100

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
2,030

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
12,109

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
3,758

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
140

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
1,950

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
1,750

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道料金の経費支出について（庁舎管理用）６月分
14,876
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環境局 西南環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 庁舎管理用　西南環境事業センター電気代（５月分）の支出について
520,394

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 下水道料金の支出について（庁舎管理用）５月分
325,366

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 圧縮天然ガス買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）５月分
31,478

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパーほか1点購入経費の支出について（職員衛生用）
92,151

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）５月分
1,245,744

環境局 西南環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油買入経費の支出について（廃棄物処理事業用）５月分
775,656

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月03日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用軽自動車継続検査手数料の支出について（６月分・車両継続検査申請用）
14,300

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 酸素ガスほか３点（概算契約）の購入経費の支出について（４月分・自動車整備用）
218,160

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 塗料添加剤の購入経費の支出について（自動車整備用）
23,760

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 作業服洗濯業務委託（概算契約）の経費支出について（４月分・自動車整備用）
9,882

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 塵芥収集自動車用自動車検査登録印紙購入経費の支出について（６月分・車両継続検査申請用）
37,200

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 塵芥収集自動車用重量税印紙購入経費の支出について（６月分・車両継続検査申請用）
1,266,900

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】軽油買入経費の支出について（４月分）
1,453,368

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】南部環境事業センター電気代（４月分）の支出について
585,080

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月06日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】揮発油買入経費の支出について（４月分）
1,034,208

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 【廃棄物収集輸送用】圧縮天然ガス買入経費の支出について（４月分）
168,044

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（マツダ車・胞衣）及び軽自動車（三菱車・胞衣）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）５月分
61,916

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 【事務連絡用】市内出張交通費の支出について（４月分）
5,180

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 平成31年度ごみ収集作業の体験学習及びリサイクル工作教室啓発用直定規の購入経費の支出について
78,533

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）５月分
326,592

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　船車修繕料 業務用軽自動車法定点検整備に係る経費の支出について（自動車整備用）５月分
224,640

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
4,572

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
5,227

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
740

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
6,600

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の経費支出について（５月分）
200

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 自動車用調色塗料（上半期）概算買入の実施について（５月分・自動車整備用）
129,600

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ディーゼルエンジンオイル（上半期）の概算買入について（５月分・自動車整備用）
120,960

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】工業用水道の利用料金の支出について(６月分)
22,900

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 【庁舎管理用】下水道の利用料金の支出について（５月分）
66,700

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　使用料 西成区リサイクル工作教室開催にかかる会場使用料の支出について（減量啓発用）
3,200

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 ガソリンエンジンオイル（上半期）の概算買入について（５月分・自動車整備用）
32,832

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 令和元年度　安全運転管理用　安全運転管理者等講習受講にかかる手数料の支出について（副安全運転管理者）
22,500

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　手数料 令和元年度　安全運転管理用　安全運転管理者等講習受講にかかる手数料の支出について（安全運転管理者）
4,500

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用 軽自動車 法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）６月分
49,200

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（日産車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）６月分
34,200

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（ライトバン）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）６月分
6,600

環境局 南部環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 公課費　公課費 業務用小型貨物自動車（いすゞ車・マツダ車・三菱車・日野リフト車）法定点検整備に係る自動車重量税印紙代金の支払いについて（自動車整備用）６月分
91,200

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 トイレットペーパー（安全衛生用）購入経費の支出について
94,500

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度平野交通安全自動車協会安全運転管理者部会費（事故防止対策用）の支出について
10,000

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度平野交通安全自動車協会会費（事故防止対策用）の支出について
12,000

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分その２）
3,872

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分その２）
22,710

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分その２）
250

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 軽油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和元年５月分）
1,245,744

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　燃料費 揮発油購入経費（廃棄物処理事業用）の支出について（令和元年５月分）
775,656

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（事務連絡用令和元年５月分）の支出について
6,220
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環境局 東南環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分その１）
22,690

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分その１）
500

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年６月分その１）
3,628

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（令和元年５月分）
46,781

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 工業用水道使用料金及び下水道使用料金（東南環境事業センター用）の支出について（令和元年５月分）
24,633

環境局 東南環境事業センター 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　光熱水費 電気使用料金（東南環境事業センター庁舎用）の支出について（令和元年５月分）
578,735

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成31年度資源ごみ等搬送業務委託の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）平成31年４月分
36,000

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月11日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成31年度資源ごみ等搬送業務委託の実施に係る経費の支出について（許可業者搬入用）平成31年４月分
2,034,000

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（搬入実績管理用）平成31年４月分
223,943

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度ごみ搬入票入力データ作成業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（搬入実績管理用）平成31年４月分
35,680

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　印刷製本費 納入通知書OCR用紙印影印刷の実施にかかる経費の支出について（一般廃棄物処理手数料納入用）
8,505

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 搬入票発行・作業対象名簿管理システム用機器一式長期借入にかかる経費の支出について（許可業者管理用）令和元年５月分
111,132

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度搬入票発行・作業対象名簿管理システム運用・保守業務委託実施に係る経費の支出について（許可業者管理用）令和元年５月分
155,520

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（一般事務用／令和元年５月分）
8,560

環境局 一般廃棄物指導課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成３１年度特定建築物管理システム運用・保守業務委託経費の支出について（減量指導事務用）５月分
35,856

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地A）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
3,825,673

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる４月分経費の支出について（資源化事業用）
10,624,824

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 廃蛍光灯管及び廃乾電池等の処理及び再資源化用業務委託料（４月分）の支出について（資源化事業用）
769,780

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
5,761,857

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる４月分経費の支出について（資源化事業用）
6,571,687

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月05日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
4,382,403

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 カラーコピー用紙購入費（資源ごみ中継地運営用）の支出について
245,700

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 ショベルローダー等運転技能講習受講料（６月受講分）にかかる経費の支出について（資源ごみ中継地運営用）
4,320

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 負担金、補助及交付金　会費 ショベルローダー等運転技能講習受講料（６月受講分）にかかる経費の支出について（資源ごみ中継地運営用）
103,680

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料
不法投棄された特定家庭用機器廃棄物（エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機）における再商品化業務委託（４月分）に係る経費の支出について（廃家電再商品
化事業用） 99,792

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月10日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる４月分費用の支出について（資源化事業用）
6,781,985

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月13日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 役務費　通信運搬費 一般事務用切手購入経費の支出について
6,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月18日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成31年度大阪市不法投棄廃家電運搬業務委託の経費の支出について（廃家電再商品化事業用）５月分
159,840

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月19日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 勧告書等帳票印刷経費の支出について（古紙・衣類の持ち去り防止対策用）
70,934

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月20日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について(令和元年５月分)
1,380

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 容器包装プラスチック搬入高速道路料金使用料（容器包装プラスチック収集作業用）の支出について（４月分）
621,870

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る立入検査）
4,560

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　船車修繕料 容プラ中継施設運営用ショベルローダー（環境17号）の修理に係る経費の支出について（容プラ中継施設運営用）
272,592

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料
平成31年度　不法投棄された特定家庭用機器廃棄物（冷蔵庫・冷凍庫）における再商品化業務委託（５月分）に係る経費の支出について（廃家電再商品化事業
用） 148,176

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 平成31年度ショベルローダー月次検査・グリスアップ業務委託（５月分）に係る経費の支出について（容器包装プラスチック中継施設運営用）
21,060

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入（５月分）に係る経費の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）
721,980

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 使用料及賃借料　船車賃借料 ショベルローダー（環境局）長期借入（５月分）に係る経費の支出について（資源ごみ中継地及び容器包装プラスチック中継施設運営用）
721,980

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（西区・港区・大正区）経費の支出について（古紙・衣類収集輸送及び再資源化用）（５月分）
6,912,000

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度　大阪市古紙・衣類収集運搬及び再資源化業務委託（北区・都島区）経費の支出について（古紙・衣類収集輸送及び再資源化用）（５月分）
3,070,800

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 下水道水道料（令和元年５月分）の支出について（西南方面中継地運営管理用）
1,432

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月25日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 工業用水道料（令和元年６月分）の支出について（西南方面中継地運営管理用）
5,275

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（北区・都島区）長期継続経費（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月分）
4,612,500

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（北区・都島区）長期継続経費（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月分）
4,612,500

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料
大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（西区・港区・大正区）長期継続経費（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月
分） 5,939,697

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料
大阪市資源ごみ・容器包装プラスチック収集業務委託（西区・港区・大正区）長期継続経費（資源ごみ・容器包装プラスチック収集輸送用）の支出について（５月
分） 5,939,697

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（業務委託に係る立入検査）
4,920

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和元年５月分）
3,628
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環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用電気料金の支出について（令和元年５月分）
457,185

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和元年５月分）
7,308

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 需用費　光熱水費 容プラ中継施設運営用水道料金の支出について（令和元年５月分）
13,906

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（西淀・舞洲中継施設）にかかる５月分経費の支出について（資源化事業用）
11,991,240

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地B）（その２）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
3,991,323

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西南方面中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
6,193,713

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（西北方面中継地A）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
4,015,882

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東北方面中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
4,514,136

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（鶴見中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
6,672,452

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（平野中継施設）にかかる５月分経費の支出について（資源化事業用）
11,288,376

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（鶴見中継施設）にかかる５月分経費の支出について（資源化事業用）
6,868,216

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 資源ごみ選別業務委託（東南方面中継地）にかかる５月分費用の支出について（資源化事業用）
7,394,593

環境局 家庭ごみ減量課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 委託料　委託料 容器包装プラスチック異物除去等業務委託（東淀中継施設）にかかる５月分経費の支出について（資源化事業用）
5,635,202

環境局 総務課 令和元年06月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 令和元年度公益社団法人全国都市清掃会議定時総会等への出席にかかる管外出張旅費の支出について
46,510

環境局 総務課 令和元年06月03日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 令和元年度大都市清掃事業協議会局長会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について
17,660

環境局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス回線使用料の支出について（一般事務用）（平成31年４月分）
76,950

環境局 総務課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,272

環境局 総務課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
298

環境局 総務課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
3,040

環境局 総務課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
1,000

環境局 総務課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年5月分）
14,800

環境局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 大阪市環境局クラウド型ごみ分別アプリサービス提供業務経費の支出について（令和元年5月分）
10,800

環境局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 デジタル印刷機用マスターほか１点買入に係る経費の支出について
196,560

環境局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス自転車置場使用にかかる経費の支出について（庁舎管理用）令和元年６月分
4,000

環境局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（平成31年５月分）
1,844

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 令和元年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（令和元年５月分）
329,080

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　光熱水費 令和元年度環境局阿倍野庁舎電気・水道料金（庁舎管理用）の支出について（令和元年５月分）
8,200

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和元年５月分）
53,297

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和元年５月分）
559,139

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（環境局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（一般事務用）（令和元年５月分）
1,471,557

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和元年７月分）
54,000

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局防災行政無線設置場所の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和元年７月分）
97,100

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 あべのルシアス地下駐車場の賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和元年７月分）
118,800

環境局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 使用料及賃借料　不動産賃借料 環境局阿倍野庁舎事務室等賃貸料（庁舎管理用）の支出について（令和元年７月分）
16,393,968

環境局 企画課 令和元年06月04日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ収集車両運行管理システムサービス提供業務委託（長期継続）経費（家庭系ごみ収集輸送事業用）の支出について（平成31年4月分）
2,317,994

環境局 企画課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　筆耕翻訳料 第63回大阪市廃棄物減量等推進審議会にかかる会議録作成業務の実施及び同経費の支出について（一般事務用）
38,880

環境局 企画課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 使用料及賃借料　使用料 ごみ収集車両運行管理システムサービス提供業務委託（長期継続）経費（家庭系ごみ収集輸送事業用）の支出について（令和元年５月分）
2,317,994

環境局 職員課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 斎場霊園費 斎場霊園費 需用費　被服費 斎場接遇服夏用シャツほか５点（特別貸与分）の買入について（斎場管理事業用）
66,096

環境局 職員課 令和元年06月10日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 郵便切手購入経費の支出について（一般事務用）
26,200

環境局 職員課 令和元年06月10日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 市内交通回数カードの購入経費の支出について（一般事務用）
90,000

環境局 職員課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 役務費　損害保険料 自賠責保険料（３１－０４）の支出について（渉外事故関係業務用）
844,830

環境局 施設管理課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年５月分）
432

環境局 施設管理課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年５月分）
6,782

環境局 施設管理課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（平成31年５月分）
13,119

環境局 施設管理課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 西淀川屋内プール第一種圧力容器性能点検業務委託経費の支出について（施設維持管理用）
338,040

環境局 施設管理課 令和元年06月21日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 委託料　委託料 平成31年度　環境局もと南港工場巡回警備業務委託経費の支出について（保安用）
129,600

環境局 施設管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
3,060
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環境局 施設管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
10,750

環境局 施設管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
460

環境局 施設管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
18,566

環境局 施設管理課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 廃棄物処理費 旅費　普通旅費 市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
41,039

環境局 環境施策課 令和元年06月07日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　備品修繕料 窒素酸化物対策推進用　急速充電スタンド修繕の実施にかかる経費の支出について
96,930

環境局 環境施策課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（令和元年５月15日～令和元年５月16日出張分〔VPP推進事業関連〕)
37,469

環境局 環境施策課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（令和元年5月17日出張分〔水素エネルギー社会の構築関連〕)
29,790

環境局 環境施策課 令和元年06月12日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 管外出張旅費旅費の支出について（一般事務用）（令和元年５月21日出張分〔再生可能エネルギー導入促進事業関連]）
29,554

環境局 環境施策課 令和元年06月14日 一般会計 環境費 環境費 環境費 委託料　委託料 平成31年度UNEP国際環境技術センター建物清掃業務委託の実施及び同所要経費の支出について（令和元年4月分）
157,839

環境局 環境施策課 令和元年06月19日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
40,257

環境局 環境施策課 令和元年06月24日 一般会計 環境費 環境費 環境費 需用費　消耗品費 ピンセットほか16点の買入経費の支出について（大阪市生物多様性戦略推進事業用）
47,997

環境局 環境施策課 令和元年06月26日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 一般事務用市内等出張交通費の支出について（５月分）
47,366

環境局 環境施策課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　普通旅費 廃棄物管理に関する大阪国際会議にかかる管外出張の実施及び同所要経費の支出について（令和元年5月分）
380

環境局 環境施策課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　特別旅費 市長級政策対話等の実施にかかる海外出張経費の支出について（ケソン、令和元年5月5日～5月8日）
277,713

環境局 環境施策課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　特別旅費 管外出張旅費の支出について（一般事務用）（令和元年６月２日～令和元年６月７日出張分)
29,980

環境局 環境施策課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 市長級政策対話等の実施にかかる配送料の支出について（ケソン、令和元年5月5日～5月8日）
23,162

環境局 環境施策課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（５月分）
3,704

環境局 環境施策課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 後納郵便料金の支出について（５月分）
1,418

環境局 環境施策課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 環境費 負担金、補助及交付金　会費 指定都市自然エネルギー協議会の会費の支出について（エネルギー政策関連事業用）
50,000

都市整備局 建設課 令和元年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 長吉六反東住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
226,600

都市整備局 建設課 令和元年06月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 赤川住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
3,150,000

都市整備局 建設課 令和元年06月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 生江第２住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（本移転・前金）
4,800,000

都市整備局 建設課 令和元年06月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 西成区出城１丁目における境界確定協議書の締結に伴う印鑑証明書等発行手数料の支出について
600

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（５月分）南住吉関連電気料金の支出について
581

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴町第2住宅1号館建設工事　設計業務委託（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
4,240,000

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 鶴町第6住宅1～3号館解体撤去工事　設計業務委託２（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,670,000

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 高殿西第４住宅１号館設備工事　監理業務委託（完了金）の支出について（市営住宅整備事業用）
345,600

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 酉島住宅23号館建設工事　設計業務委託４（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
590,000

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西第４住宅１号館電気設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
55,067,320

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西第４住宅１号館建設工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
200,000,000

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西第４住宅１号館昇降機設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
7,802,400

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西第４住宅１号館給水衛生設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
55,234,320

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅４号館電気設備工事費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
13,420,000

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 東喜連第２住宅１号館（２区）電気設備工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
29,590,000

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西第４住宅１号館建設工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
464,208,080

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 高殿西第4住宅1号館ガス設備工事費（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
12,388,680

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 東喜連第２住宅１号館（１区）電気設備工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
32,250,000

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅１号館電気設備工事費（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
16,440,000

都市整備局 建設課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅集会所整備その他給水衛生設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
5,383,480

都市整備局 建設課 令和元年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 ＣＤ－Ｒほか１点買入経費の支出について
35,424

都市整備局 建設課 令和元年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 赤川住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について（自力退去・全金）
226,600

都市整備局 建設課 令和元年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 台風21号被害対応業務用出張等にかかる旅費の支出について（工事４月分）
7,000

都市整備局 建設課 令和元年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（設備４月分）
28,764

都市整備局 建設課 令和元年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（建設設計４月分）
46,330

都市整備局 建設課 令和元年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 令和元年度公営住宅整備事業等担当者連絡会議（第１回）への参加にかかる旅費の支出について（6月13日分）市営住宅整備事業用
28,500

都市整備局 建設課 令和元年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（工事４月分）
88,485

都市整備局 建設課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 大和田第３住宅衛星放送増幅器用電気料金（５月分）の支出について（市営住宅整備事業用）
313
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都市整備局 建設課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 鶴町第４住宅１号館（１区）給水衛生設備工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
16,500,000

都市整備局 建設課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅集会所整備その他電気設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
2,363,560

都市整備局 建設課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅集会所整備その他電気設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
9,440

都市整備局 建設課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 鶴町住宅２号館給水衛生設備工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
49,060,000

都市整備局 建設課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 瓜破東住宅集会所整備その他ガス設備工事（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
387,720

都市整備局 建設課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 市営住宅整備事業用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
75,130

都市整備局 建設課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（５月分）南住吉関連ガス料金の支出について
745

都市整備局 建設課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(北江口第2住宅15号館昇降路増築工事)の支出について
351,300

都市整備局 建設課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用サーバー及び周辺機器等長期借入経費の支出について（５月分）（市営住宅整備事業用）
32,292

都市整備局 建設課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 建築積算システム用パーソナルコンピュータ等長期借入経費の支出について（５月分）（市営住宅整備事業用）
16,092

都市整備局 建設課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 「国土交通大臣登録　鉄筋コンクリート造耐震診断資格者講習」「鉄筋コンクリート造耐震改修技術者講習」への参加にかかる経費の支出について
29,160

都市整備局 建設課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(岸之里住宅2号館昇降路増築工事)の支出について
117,100

都市整備局 建設課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(北陽第2住宅1号館昇降路増築工事)の支出について
468,400

都市整備局 建設課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 構造計算適合性判定手数料(大和川住宅23号館昇降路増築工事)の支出について
234,200

都市整備局 建設課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費（5月分）
3,426

都市整備局 建設課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 公営住宅建設事業用等市内出張交通費（5月分）
36,760

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸第２住宅１・２号館耐震改修その他工事（令和元年度前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
30,629,340

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 市営住宅整備事業用コピー代金の支出について（５月分）
54,770

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備事業用（６月分）南住吉関連水道料金の支出について
1,522

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 鶴町第５住宅外102件防犯灯電気料金（５月分）の支出について（市営住宅整備事業用）
106,813

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 瓜破東住宅１号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（市営住宅建設事業用）
92,394

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　手数料 瓜破東住宅４号館公共下水道施設築造工事に伴う事務監督費の支出について（市営住宅建設事業用）
92,394

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 伝法住宅2号館建設工事　第2次設計変更　積算設計業務委託（完成金）の支出について（市営住宅整備事業用）
453,600

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 矢田中住宅４号館建設工事（前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
148,290,000

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　改修工事費 長吉出戸第２住宅１・２号館耐震改修その他工事（令和元年度前払金）の支出について（市営住宅整備事業用）
39,300,660

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 高松住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(本移転・後金)
134,000

都市整備局 建設課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 補償、補填及賠償金　補償金 高松住宅建替事業の実施に伴う移転料の支出について(自力退去・全金)
226,600

都市整備局 管理課 令和元年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　三国南住宅電気代の支出について（５月分）
8,900

都市整備局 管理課 令和元年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　茨田大宮第２住宅電気代の支出について（５月分）
42,060

都市整備局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成３１年４月分）
27,378

都市整備局 管理課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（平成３１年４月分）
34,415

都市整備局 管理課 令和元年06月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 中津倉庫水道代の支出について（平成31年４月分）
1,512

都市整備局 管理課 令和元年06月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西三国住宅電気代の支出について（５月分）
38,580

都市整備局 管理課 令和元年06月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　佃第２住宅電気代の支出について（５月分）
57,825

都市整備局 管理課 令和元年06月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（６月分）その１
4,300

都市整備局 管理課 令和元年06月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　上新庄住宅電気代の支出について（５月分）
40,559

都市整備局 管理課 令和元年06月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用松崎第2住宅2号館５月分電気代の支出について
86,936

都市整備局 管理課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　井高野第４住宅電気代の支出について（５月分）
18,946

都市整備局 管理課 令和元年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用萩之茶屋住宅1号館４月分電気代の支出について
50,407

都市整備局 管理課 令和元年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押申立に係る費用の支出について
86,870

都市整備局 管理課 令和元年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押申立に係る費用の支出について
36,000

都市整備局 管理課 令和元年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　横堤北住宅電気代の支出について（５月分）
21,318

都市整備局 管理課 令和元年06月12日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　加美絹木住宅５月分の電気代の支出について
23,632

都市整備局 管理課 令和元年06月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用浅香南住宅1から3号館他2件５月分電気代の支出について
52,865

都市整備局 管理課 令和元年06月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　木川第２住宅電気代の支出について（５月分）
14,677

都市整備局 管理課 令和元年06月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　木川第３住宅電気代の支出について（５月分）
34,979

都市整備局 管理課 令和元年06月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　西宮原住宅電気代の支出について（５月分）
18,012
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都市整備局 管理課 令和元年06月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　小松南住宅電気代の支出について（５月分）
13,055

都市整備局 管理課 令和元年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター電気料金の支出について　令和元年５月分
52,291

都市整備局 管理課 令和元年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター管理費の支出について　令和元年７月分
267,219

都市整備局 管理課 令和元年06月18日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用阿倍野住宅管理センター修繕積立金の支出について　令和元年７月分
71,259

都市整備局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 使用承認取消通知発送用内容証明料金の支出について（６月分）その２
150,300

都市整備局 管理課 令和元年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　今市住宅電気代の支出について（５月分）
19,761

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）電気料金の支出について　５月分
2,875

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター電気料金の支出について　５月分
38,633

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）の管理費及び修繕積立金の支出について
366,113

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの管理費及び修繕積立金の支出について　６月分
502,442

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センター（分室）の管理費及び修繕積立金の支出について
26,530

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市営住宅維持管理用梅田住宅管理センターの管理費及び修繕積立金の支出について　６月分
157,341

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反東住宅２５号館５月分電気代の支出について
6,510

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉六反東住宅2号館他5月分の電気代の支出について
4,565

都市整備局 管理課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用矢田南住宅１号館５月分電気代の支出について
27,906

都市整備局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 令和元年６月即決和解申立用貼用印紙の購入について
30,000

都市整備局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　伝法住宅電気代の支出について（５月分）
21,561

都市整備局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東淡路住宅電気代の支出について（５月分）
10,827

都市整備局 管理課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用矢田中住宅8～10号館５月分電気代の支出について
43,115

都市整備局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　長吉長原北住宅３号館５月分電気代の支出について
784

都市整備局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第２住宅電気代の支出について（５月分）
41,737

都市整備局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　八幡屋住宅電気代の支出について（５月分）
10,776

都市整備局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　池島住宅電気代の支出について（５月分）
35,773

都市整備局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　山口第２住宅電気代の支出について（５月分）
8,771

都市整備局 管理課 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　南方住宅電気代の支出について（５月分）
167,823

都市整備局 管理課 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 市営住宅維持管理用返信用切手の購入及び経費の支出について
24,600

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（令和元年5月分）
27,695

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅管理センターコピー代金の支出について（令和元年5月分）
19,264

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 市営住宅附帯駐車場管理用電気使用料の支出について（５月分・高殿西第４－１駐車場　駐車場コード9278）
69

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの追加提供　長期継続に係る経費の支出について（令和元年5月分）
45,554

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 大阪市営住宅管理システムにおける通信サービスの提供長期継続に係る経費の支出について（令和元年5月分）
323,978

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システムにおける二要素認証システム保守業務委託　長期継続に係る経費の支出について（令和元年5月分）
25,920

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 市営住宅管理システムにおけるバックアップデータの外部保管業務委託（長期継続契約）に係る経費の支出について（令和元年5月分）
12,528

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（府営移管）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
90,288

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
440,640

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その２）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
638,493

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その３）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
155,520

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 市営住宅管理システム端末機器等長期借入（その１）にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
69,959

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅管理システム追加ストレージ機器（二要素認証対応）　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
23,436

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（令和元年5月分）
22,212

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市営住宅情報連携システムサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
456,840

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　高殿西第４住宅電気代の支出について（５月分）
3,712

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　東喜連第5住宅２号館５月分電気代の支出について
67,506

都市整備局 管理課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　春日出中第２住宅電気代の支出について（５月分）
10,161

都市整備局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出第３住宅電気代の支出について（５月分）
21,832

都市整備局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　酉島住宅電気代の支出について（５月分）
116,044

都市整備局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　生江住宅電気代の支出について（５月分）
67,373



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

都市整備局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福住宅電気代の支出について（５月分）
11,900

都市整備局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出住宅電気代の支出について（５月分）
105,173

都市整備局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　福第２住宅電気代の支出について（５月分）
26,659

都市整備局 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　日之出北住宅電気代の支出について（５月分）
15,745

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　其他委員等旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（令和元年５月分）
26,834

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 市営住宅維持管理用等市内出張等交通費の支出について（令和元年５月分）
21,221

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 債権差押申立に係る費用の支出について
86,720

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　手数料 債権差押申立に係る費用の支出について
40,000

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 大阪市営住宅徴収金口座振替処理におけるデータ伝送等業務委託　本番処理にかかる支出について（R1.5月分）
246,143

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　神崎橋住宅電気代の支出について（５月分）
33,300

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　加島、加島中住宅電気代の支出について（５月分）
74,639

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用出城東住宅1、2号館５月分電気代の支出について
41,669

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用新浪速第２住宅３号館５月分電気代の支出について
24,346

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　北喜連住宅１～７号館５月分の電気代の支出について
40,407

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　飛鳥西住宅電気代の支出について（５月分）
58,312

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　飛鳥住宅電気代の支出について（５月分）
61,980

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　赤川住宅電気代の支出について（５月分）
14,245

都市整備局 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 市営住宅整備その他事務用　中島住宅電気代の支出について（５月分）
7,761

都市整備局 保全整備課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用コピー代金の支出について（令和元年5月分）
25,024

都市整備局 保全整備課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 大阪府北部地震対応業務用出張にかかる旅費の支出について（５月分）
6,260

都市整備局 保全整備課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅補修事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
27,724

都市整備局 保全整備課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 市営住宅維持管理用外付けハードディスクドライブ買入に係る支出について
34,344

都市整備局 保全整備課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 工事請負費　改修工事費 住宅補修事業用　御崎住宅（４・１０号館）給水管改修工事費の支出について（完成金）
22,377,760

都市整備局 公共建築課 令和元年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 研修認定会議認定講習会「２０１９年度中堅技術者のための研修会（大阪）」にかかる受講料の支出について
45,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　豊崎小学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
4,240,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　東中学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
7,140,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月10日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　阪南小学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
4,600,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月11日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 研修認定会議認定講習会「平成３１年度　内線規程講習会」にかかる受講料の支出について
8,400

都市整備局 公共建築課 令和元年06月11日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　榎本小学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
4,170,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月13日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　本庄中学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
8,930,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西船場小学校増築その他昇降機設備工事費の支出について（前払金）
3,790,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淀中学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
6,750,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淀中学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
20,240,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西船場小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
39,340,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淀中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
2,900,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　淀中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
990,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西船場小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,070,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　西船場小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
20,850,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西船場小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
220,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　西船場小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
4,850,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　淀中学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
70,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 令和元年度　第２回都市整備局契約事務評価会議委員報償及び交通費の支出について
50,300

都市整備局 公共建築課 令和元年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入費用の支出について（令和元年５月分）
986

都市整備局 公共建築課 令和元年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入費用の支出について（令和元年５月分）
33,511

都市整備局 公共建築課 令和元年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用ほか　マイクロ写真リーダープリンター長期借入費用の支出について（令和元年５月分）
16,263

都市整備局 公共建築課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 役務費　通信運搬費 塩草立葉小学校　回線工事費の支出について
31,860

都市整備局 公共建築課 令和元年06月20日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　本庄中学校増築その他衛生設備工事費の支出について（前払金）
3,660,000
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都市整備局 公共建築課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
2,384

都市整備局 公共建築課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
9,931

都市整備局 公共建築課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度大阪府市町村営繕主務者会議基本会費の支出について
5,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 校舎建設事業用等　市内出張交通費及び近距離管外出張旅費（平成３１年４月分）の支出について
224,932

都市整備局 公共建築課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　菫中学校給食室棟増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
663,660

都市整備局 公共建築課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　菫中学校給食室棟増築その他工事設計変更設計業務委託費の支出について（完了金）
283,500

都市整備局 公共建築課 令和元年06月21日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　加美中学校幹線迂回その他電気設備工事費の支出について（完成金）
1,698,840

都市整備局 公共建築課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　諏訪小学校増築その他工事設計業務委託-2費の支出について（完了金）
118,800

都市整備局 公共建築課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　文の里中学校給食室棟増築その他工事監理業務委託費の支出について（第１回部分払）
889,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 「令和元年度営繕積算システム等開発利用協議会総会」及び「第４０回全国営繕主管課長会議」への出席並びに旅費の支出について
28,840

都市整備局 公共建築課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 複写機経費（令和元年５月分）の支出について
65,992

都市整備局 公共建築課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　野田中学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（前払金）
5,860,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 委託料　委託料 教育施設整備用　開平小学校増築その他工事設計業務委託費の支出について（完了金）
14,896,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　堀江小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
1,520,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　堀江小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
30,150,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　摂陽中学校給食室棟増築その他工事費の支出について（完成金）
83,223,920

都市整備局 公共建築課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　新規工事費 教育施設整備用　堀江小学校増築その他電気設備工事費の支出について（前払金）
26,220,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　堀江小学校増築その他ガス設備工事費の支出について（前払金）
40,000

都市整備局 公共建築課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 教育施設整備用　堀江小学校増築その他機械設備工事費の支出について（前払金）
3,120,000

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

令和元年06月20日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　普通旅費 ESCO事業市内出張交通費（令和元年5月分）の支出について
6,434

都市整備局
ファシリティマネジメント
課

令和元年06月21日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報償費　報償金 令和元年度ESCO事業提案評価会議(第1回)にかかる経費の支出について
67,880

都市整備局 施設整備課 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（平成３１年４月分）
70,969

都市整備局 施設整備課 令和元年06月05日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（平成３１年４月分）
7,147

都市整備局 施設整備課 令和元年06月14日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
19,260

都市整備局 施設整備課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成３１年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（平成３１年４月分）
5,184

都市整備局 施設整備課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用マイクロ写真リーダープリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（令和元年５月分）
75,060

都市整備局 施設整備課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 建築計画調査事務用Ａ２版対応インクジェットプリンター　長期借入（施設整備課）費用の支出について（令和元年５月分）
8,100

都市整備局 施設整備課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報償費　報償金 第４回市設建築物整備保全業務実施事業者選定評価会議委員報酬及び交通費の支出について
52,040

都市整備局 施設整備課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　会費 国土交通大臣登録耐震診断資格者講習並びに耐震改修技術講習会への参加に伴う受講料の支出について
29,160

都市整備局 施設整備課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 工事請負費　改修工事費 泉尾東小学校長寿命化改修電気設備工事費の支出について（工事前払金）
4,740,000

都市整備局 施設整備課 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成３１年度施設整備課事務室機械警備業務委託の支出について（令和元年５月分）
5,184

都市整備局 施設整備課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用共用室コピー代金の支出について（令和元年５月分）
2,768

都市整備局 施設整備課 令和元年06月25日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 営繕事務用執務室コピー代金の支出について（令和元年５月分）
52,856

都市整備局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（平成31年4月分）の支出について
13,421

都市整備局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（平成31年4月分）の支出について
43,888

都市整備局 施設整備課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和元年5月分）の支出について
828

都市整備局 施設整備課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　光熱水費 企画部施設整備課事務室電気使用料の支出について（令和元年５月分）
44,774

都市整備局 施設整備課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 平成３１年度企画部施設整備課執務室管理費等の支出について（令和元年７月分）
479,884

都市整備局 施設整備課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 平成３１年度企画部施設整備課執務室管理費等の支出について（令和元年７月分）
143,758

都市整備局 施設整備課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 営繕事務用等市内出張交通費（令和元年5月分）の支出について
30,751

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月03日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 まちなみ環境事業用市内出張等にかかる旅費の支出について（4月分）
3,672

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅管理事業用住まい情報センター等建物管理費（分担金）の支出について（令和元年6月分）
6,372,702

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業周知用リーフレットの印刷の支出について
85,050

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用令和元年度公営住宅等主務課長ブロック会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について（令和元年5月30日分）
9,360

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる補助申請確認業務委託に係る郵便料の支出について（平成３１年４月）
936,085

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度等にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続　の経費の支出について（4月分）
4,277,880

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月14日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　会費 民間住宅助成事業用一般社団法人日本マンション学会への会費の支出について
50,000
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都市整備局 住宅政策課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システム用機器長期借入に係る使用料の支出について（令和元年5月分）
428,544

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（５月分）の支出について
2,383

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等　市内出張旅費（５月分）の支出について
1,395

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅管理事業用住まい情報センター管理運営システムにおけるインターネット接続サービスの提供に係る通信運搬費の支出について（令和元年5月分）
37,800

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費の支出について（令和元年5月分住宅政策グループ）
2,754

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用令和元年度第1回公営住宅整備事業等担当者連絡会議への出席にかかる管外出張旅費の支出について（令和元年6月13日分）
28,500

都市整備局 住宅政策課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅管理事業用等市内出張交通費の支出について（令和元年5月分住宅政策グループ）
3,264

都市整備局 安心居住課 令和元年06月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 認定通知書等用紙（都市整備局安心居住課）印刷費用の支出について
88,236

都市整備局 安心居住課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用市内出張旅費の支出について（５月分）
3,710

都市整備局 安心居住課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 民間住宅助成事業用コピー代金にかかる支出について（５月分）
42,876

都市整備局 安心居住課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　備品修繕料 民間住宅助成事業用 事務用シュレッダーの修繕費用の支出について
21,492

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（４月分）
10,260

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（4月分）
404,127

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（4月分）
21,430

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（４月分）
15,390

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービスの経費の支出について（４月分）
5,130

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（4月分）
367,391

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 住宅総務事務用ＮＨＫ放送受信料の支払いについて（平成31年4月～令和2年3月分）
29,089

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（4月分）
365,066

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（4月分）
103,251

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（4月分）
12,246

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（4月分）
64,292

都市整備局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（4月分）
27,656

都市整備局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（４月発注分）
84,282

都市整備局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（４月発注分）
214,266

都市整備局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（４月発注分）
1,469

都市整備局 総務課 令和元年06月13日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用　都市整備局事務室内における電話機の移設（その１）費の支出について
25,488

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
29,789

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
6,868

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　食糧費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
318

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
222

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
24,590

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
19,321

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
4,600

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
202

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
92

都市整備局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用等　小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
3,240

都市整備局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用平成３１年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について（６月分）
298,750

都市整備局 総務課 令和元年06月20日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　分担金 住宅総務事務用平成３１年度大阪駅前第１ビル倉庫管理費及び修繕積立金の支出について（６月分）
151,076

都市整備局 総務課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　特別旅費 国土交通大学校　建築工事監理マネジメント研修受講に係る出張旅費の支出について
44,410

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
13,694

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
9,171

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（5月分）
404,127

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（5月分）
2,759

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について
18,468

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
608

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（5月分）
21,430
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都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（５月分）
1,284

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（５月分）
5,258

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（５月分）
504

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（５月分）
460

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 令和元年度　国土交通大学校　住宅総合政策研修受講にかかるテキスト代の支出について（印刷物）
23,829

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用電子複写機使用料の支出について（５月分）
7,949

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 需用費　消耗品費 住宅総務事務用コピー代金の支出について（５月分）
44,417

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
242

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
12,593

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
416,809

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 委託料　委託料 住宅総務事務用都市整備局事業所間文書逓送業務委託　長期継続委託料の支出について（5月分）
113,174

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器 一式　長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
10,865

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（5月分）
367,391

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
9,176

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（5月分）
33,109

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
365,066

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について
30,780

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 負担金、補助及交付金　負担金 大阪市住宅供給公社団体共済部　大阪市負担金の支出について（令和元年5月分）
1,817,863

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住宅総務事業用等　市内出張（近接地含む）にかかる旅費の支出について（５月分）
3,716

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（５月発注分）
59,478

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（５月発注分）
940

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
205

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
62,720

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
796

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 役務費　通信運搬費 住宅総務事業用等郵便料金５月分の支払いについて
5,194

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（5月分）
11,036

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
3,057

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
27,656

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について
6,156

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度導入庁内情報利用環境におけるカラープリンタ長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
6,114

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（5月分）
64,292

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 コンパクトデジタル複合機長期借入（総務部総務課他）にかかる経費の支出について
6,156

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成３０年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる支払について（5月分）
12,246

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（5月分）
103,251

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度　庁内情報利用パソコン等機器（都市整備局）一式　長期借入に係る経費の支出について（5月分）
80,011

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（５月発注分）
156,624

都市整備局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 需用費　印刷製本費 設計図面等印刷製本等請負代金の支出について（５月発注分）
968

都市整備局 区画整理課 令和元年06月04日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用コピー代の支出について（事務所４月分）
63,318

都市整備局 区画整理課 令和元年06月06日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 長吉詰所　水道料金の支出について（5月分）
1,512

都市整備局 区画整理課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 区画整理事業用「都市局所管補助事業実務必携（平成３０年度版）」の買入費用の支出について
21,000

都市整備局 区画整理課 令和元年06月14日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 役務費　通信運搬費 区画整理事業用「都市局所管補助事業実務必携（平成３０年度版）」の買入費用の支出について
900

都市整備局 区画整理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 三国東地区土地区画整理事業に関する国費要望等にかかる出張命令について（出張日5/31）
58,480

都市整備局 区画整理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 区画整理事業用「軽貨物自動車（トラック）　外２件」　長期借入費用の支出について（５月分）
77,328

都市整備局 区画整理課 令和元年06月18日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 補償金算定システム用パーソナルコンピュータ等長期借入に伴う経費の支出について（５月分）
36,126

都市整備局 区画整理課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　燃料費 区画整理事業用ガソリンカード使用料の支出について（４月分）
36,139

都市整備局 区画整理課 令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 放出駅前自由通路清掃業務委託　長期継続（平成31年度分）の委託料の支出について（4月分）
186,444

都市整備局 区画整理課 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用等公用車ETC利用高速道路通行料にかかる使用料の支出について（平成31年4月分）
7,110
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都市整備局 区画整理課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（令和元年５月分）
4,290

都市整備局 区画整理課 令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
28,292

都市整備局 区画整理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張旅費の支出について（5月分）
12,701

都市整備局 区画整理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用測量計算CADシステム(都市整備局)長期借入にかかる使用料の支出について（長期契約　平成31年度 5月分）
297,216

都市整備局 区画整理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　使用料 区画整理事業用公用車駐車料金にかかる経費の支出について（5月24日午後立替分）
200

都市整備局 区画整理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 使用料及賃借料　船車賃借料 貨物自動車(バン)長期借入にかかる船車賃借料の支出について（長期契約　平成31年度 5月分）
81,000

都市整備局 連携事業課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 大阪駅北大深西地区土地区画整理事業に関する実施計画変更協議等にかかる管外出張旅費の支出について
29,240

都市整備局 連携事業課 令和元年06月21日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　特別旅費 令和元年度近畿地方整備局主催「道路管理」研修にかかる出張旅費の支出について（近畿地方整備局主催：令和元年６月３日～６月６日）
1,560

都市整備局 連携事業課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（５月分）
19,454

都市整備局 連携事業課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（５月分）
6,537

都市整備局 連携事業課 令和元年06月25日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費及び近距離管外出張旅費の支出について（５月分）
9,022

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 民間住宅助成事業用等市内出張交通費の支出について（４月分）
7,330

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月07日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（４月分）
7,158

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（４月分）
26,213

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 住環境整備事業用等市内出張等にかかる旅費の支出について（４月分）
326

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月19日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 平成31年度大阪市ブロック塀等撤去促進事業にかかる補助申請確認等業務委託料の支出について（平成31年度４月分）
1,043,280

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月25日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市都市防災不燃化促進助成金の支出について（31-01）
5,269,000

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続の支出について（平成31年度４月分）
1,953,665

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 委託料　委託料 大阪市耐震化促進事業及び民間老朽住宅建替支援事業にかかる補助申請確認等業務委託　長期継続の支出について（平成31年度４月分）
1,915,975

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月26日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市ブロック塀等撤去促進事業補助金の支出について(01-11)
342,000

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅３号館共益電気料金の支出について（５月分）
16,666

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る松之宮住宅４号館共益電気料金の支出について（５月分）
7,953

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 旅費　普通旅費 再開発事務用市内出張旅費の支出について（令和元年５月分）
5,849

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋第６住宅共益電気料金の支出について（５月分）
29,690

都市整備局 住環境整備課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 住環境整備事業に係る長橋通住宅共益電気料金の支出について（５月分）
22,332

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月10日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 負担金、補助及交付金　会費 令和元年度甲種防火管理新規講習の受講に伴う講習費用の支出について
8,000

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
1,399

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
600

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区従前居住者用住宅における電気使用料の支出について（5月分）
43,172

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区管理地の防犯灯における電気使用料の支出について（５月分）
19,330

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 淡路駅周辺地区仮設建物P棟（資材置場）における水道料金の支出について（５月分）
1,522

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用市内出張交通費の支出について（５月分）
8,147

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成31年度淡路土地区画整理事務所にかかる電気使用料の支出について（５月分）
35,869

都市整備局
淡路土地区画整理事
務所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 平成31年度淡路土地区画整理事務所にかかる水道代の支出について（5月分）
15,594

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月05日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
518,015

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う街灯（都市整備局所管分）電気料金の支出について（令和元年５月分）（納付書１通添付）
4,272

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　光熱水費 区画整理事業に伴う新三国住宅２号館にかかる電気料金の支出について（令和元年５月分）（納付書１通添付）
24,127

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月13日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について
1,728,292

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について（後金払）
549,724

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月19日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退移転補償金の支出について
637,656

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月20日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 委託料　委託料 三国東土地区画整理事務所庁舎清掃業務委託　長期継続の委託経費の支出について（令和元年５月分）
83,160

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
2,471

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月24日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　備品修繕料 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
1,512

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 需用費　消耗品費 三国東地区区画整理事業用カラープリンタ用トナーカートリッジ（ブラック）ほか３点の買入に係る支出について
71,820

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退補償金の支出について
481,618

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（前金払）
92,140

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月26日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用建築物等移転補償金の支出について（後金払）
4,780,691
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都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 区画整理事業用等市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
19,606

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退移転補償金の支出について（後金払）
524,751

都市整備局
三国東土地区画整理
事務所

令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 補償、補填及賠償金　補償金 土地区画整理事業用立退移転補償金の支出について（後金払）
6,389,107

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月04日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 生野区南部地区整備事業（A地区）生野東住宅13号館建設工事－2にかかる費用（前払金）の支出について
205,710,000

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月05日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（４月分）
7,800

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月06日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 生野南部地区整備事業用市営勝山南住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（５月分）
19,242

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　光熱水費 生野南部地区整備事業用市営生野東住宅共用電気料金の大阪市負担分の支出について（５月分）
81,902

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月10日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 生野区南部地区整備事業（A地区）生野東住宅13号館電気設備工事にかかる費用(前払金)の支出について
29,760,000

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月24日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 生野区南部地区整備事業（A地区）生野東住宅13号館給水衛生設備工事費の支出について（工事前払い）
34,570,000

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 工事請負費　新規工事費 生野区南部地区整備事業（A地区）生野東住宅13号館昇降機設備工事にかかる費用（前払金）の支出について
4,010,000

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 旅費　普通旅費 生野区南部地区整備事業用市内出張交通費等の支出について
11,743

都市整備局 生野南部事務所 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 需用費　消耗品費 生野区南部地区整備事業用複写機消耗品代金の支出について（５月分）
8,666

政策企画室 秘書担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車１台　長期借入（H31.3～R6.11）平成31年4月分
48,600

政策企画室 秘書担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車２台　長期借入（H30.12～R6.11）平成31年4月分
106,920

政策企画室 秘書担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用乗用車一式長期借入（H28.3～R4.2）平成31年4月分
63,042

政策企画室 秘書担当 令和元年06月06日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 秘書部事務室電話機の移設に係る経費の支出について
38,232

政策企画室 秘書担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（令和元年5月15日）
33,000

政策企画室 秘書担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長随行東京都出張並びに旅費の支出について（令和元年5月10日）
33,000

政策企画室 秘書担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 事務参考用　追録地方自治関係実例判例集（６８９－６９９）他１点の購入に係る経費の支出について
51,672

政策企画室 秘書担当 令和元年06月13日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 特別職車運行管理業務委託長期継続（概算契約）（H31.3～R4.2）平成31年4月分
1,186,497

政策企画室 秘書担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長東京都出張並びに旅費の支出について（令和元年5月15日）
33,000

政策企画室 秘書担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行東京出張並びに旅費の支出について（令和元年５月27日）
38,460

政策企画室 秘書担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 市長東京都出張並びに旅費の支出について（令和元年5月10日）
33,000

政策企画室 秘書担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 副市長用名刺の作成に係る経費の支出について
34,776

政策企画室 秘書担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長随行岡山県出張並びに旅費の支出について（令和元年５月31日）
16,920

政策企画室 秘書担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 副市長岡山県出張並びに旅費の支出について（令和元年５月31日）
16,920

政策企画室 秘書担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出ついて（令和元年５月分）
88,831

政策企画室 秘書担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
16,240

政策企画室 秘書担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出ついて（令和元年５月分）
42,105

政策企画室 秘書担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
163,212

政策企画室 秘書担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 秘書担当業務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
25,057

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（３１年４月追加分）
4,140

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般業務用　市内等出張交通費の支出について（１年５月分）
3,080

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 一般業務用　乾式電子複写機（白黒）の借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
81,544

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
667

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
3,966

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
2,048

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
164

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
2,004

政策企画室 秘書担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 一般業務用　郵便料金にかかる経費の支出について（５月分）
594

政策企画室 秘書担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車２台　長期借入（H30.12～R6.11）令和元年5月分
106,920

政策企画室 秘書担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用普通乗用車１台　長期借入（H31.3～R6.11）令和元年5月分
48,600

政策企画室 秘書担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　船車賃借料 政策企画室所管自家用乗用車一式長期借入（H28.3～R4.2）令和元年5月分
63,042

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（４月分）
15,067

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 U20メイヤーズサミットに係る出張旅費の支出について
37,960

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット等収納業務委託にかかる所要経費の支出について（令和元年5月分）
1,684

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット等収納業務委託にかかる所要経費の支出について（令和元年5月分）
1,080
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政策企画室 政策企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金のインターネットクレジット納付にかかる決済業務委託（VISA・MASTERブランド）　にかかる所要経費の支出について（平成31年4月分）
151,724

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　手数料 ふるさと寄附金インターネットクレジット納付にかかる決済業務委託（JCBブランド）にかかる所要経費の支出について（平成31年4月分）
77,176

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　指定都市市長会　「サミットｉｎ岡山」の出席に係る経費の支出について
37,500

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　指定都市市長会　制度担当課長会議等の出席に係る経費の支出について
28,900

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　指定都市市長会　窓口・財政担当課長、東京事務所次長・副所長合同会議の出席に係る経費の支出について
28,830

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 使用料及賃借料　不動産賃借料 指定都市関係事務用　指定都市市長会事務局事務従事職員公舎の賃借に係る不動産賃借料について（７月分）
203,000

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 令和２年度国への制度提案・要望にかかる地元選出国会議員に対する要望書個別説明にかかる東京出張命令にかかる支出について（企画部５名）
231,560

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 企画部事務用　コピー代金等の支出について（令和元年５月分）
31,304

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　普通旅費 市長会関係事務用　全国市長会　第89回全国市長会議の出席に係る経費の支出について
28,665

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（４月分・口座不能分）
300

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 企画部事務用　市内等出張交通費の支出について（５月分）
11,546

政策企画室 政策企画担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 負担金、補助及交付金　分担金 市長会関係事務用　令和元年度近畿市長会分担金の支出について
715,000

政策企画室 広報担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 平成31年4月分の政策企画室広報担当市内出張交通費の支出について
3,575

政策企画室 広報担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成31年度駅構内設置の掲示板（103駅）へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
51,192

政策企画室 広報担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成31年度駅構内設置の掲示板（22駅）へのポスター掲出・チラシ設置業務委託にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
14,334

政策企画室 広報担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成31年度広報紙（全市情報部分）点字版製作業務委託（概算契約）にかかる経費の支出について（令和元年6月号）
212,545

政策企画室 広報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成31年度市政広報用映像コンテンツ作成業務委託にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
146,016

政策企画室 広報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成31年度駅構内設置の掲示板（22駅）へのポスター掲出・チラシ設置業務委託にかかる経費の支出について（平成31年５月分）
14,332

政策企画室 広報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成31年度駅構内設置の掲示板（103駅）へのポスター掲出業務委託にかかる経費の支出について（平成31年５月分）
51,192

政策企画室 広報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等機器類の長期借入契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
5,616

政策企画室 広報担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 広報事務処理パソコン等長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
16,092

政策企画室 広報担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 平成31年度広報紙（全市情報部分）企画編集業務委託にかかる経費の支出について（令和元年6月号）
334,800

政策企画室 広報担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 需用費　消耗品費 政策企画室市民情報部令和元年5月分コピー代金の支出について
45,652

政策企画室 報道担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　インターネットファックス一斉送信サービスの使用にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
4,163

政策企画室 報道担当 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成31年度地上デジタル放送の番組録画及び詳細データ提供等業務委託にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
63,855

政策企画室 報道担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 報道事務用　平成31年度新聞記事クリッピング業務委託契約にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
257,040

政策企画室 報道担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 報道事務用　平成31年度「日経テレコン Knowledge Passport Fast Track」モニター利用にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
136,080

政策企画室 報道担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 報道事務用　公用携帯電話の使用にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
4,214

政策企画室 報道担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　筆耕翻訳料 報道事務用　平成31年度市長会見等のテキストデータ作成（５月分）にかかる経費の支出について
24,300

政策企画室 広聴担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 使用料及賃借料　使用料 市民の声データベースシステム用機器一式の賃借経費の支出について（令和元年５月分）
77,544

政策企画室 広聴担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 役務費　通信運搬費 遠隔手話（外国語）通訳用タブレット型端末サービス利用料の支出について（令和元年5月分）
3,996

政策企画室 広聴担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
1,755

政策企画室 広聴担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市総合コールセンター運営業務委託にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
11,448,000

政策企画室 広聴担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 委託料　委託料 大阪市役所受付案内業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
412,080

政策企画室 東京事務所 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用電話サービス料金にかかる支出について（平成３１年４月分）
16,244

政策企画室 東京事務所 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　インターネット回線使用料の支出について（平成３１年４月分）
45,360

政策企画室 東京事務所 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　LGWAN接続系利用パソコン等機器（政策企画室東京事務所）一式長期借入について（令和元年５月分）
5,375

政策企画室 東京事務所 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度　平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（東京事務所）一式　長期借入について（令和元年５月分）
21,914

政策企画室 東京事務所 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成３1年度　平成２８年度庁内情報利用パソコン等機器（政策企画室東京事務所）（２）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
5,561

政策企画室 東京事務所 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度　庁内情報利用ネットワーク機器等（東京事務所）一式長期借入契約にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
23,976

政策企画室 東京事務所 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用電話サービス料金にかかる支出について（平成３１年４月２１日～令和元年５月２０日分）
9,950

政策企画室 東京事務所 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 管外出張（東京事務所運営関係・大阪市）命令にかかる支出について
28,900

政策企画室 東京事務所 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 旅費　普通旅費 東京事務所事務用都内出張等交通旅費（令和元年５月分）の支出について
7,380

政策企画室 東京事務所 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　料金後納郵便にかかる支出について（令和元年５月分）
3,857

政策企画室 東京事務所 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３１年度東京事務所職員公舎賃借料の支出について（令和元年７月分）
984,000

政策企画室 東京事務所 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 東京事務所費 役務費　通信運搬費 東京事務所事務用　携帯電話サービス料金にかかる支出について（令和元年５月分）
7,050

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入経費の支出について（平成30年度契約分）（４月分）
555,509
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健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）経費の支出ついて（４月分）
637,139

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）（旅館業指導Ｇ分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
33,696

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
9,585

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料
局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（平成28年度契約プリンタ　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかる経費の支出について
（４月分） 8,695

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度契約　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
38,268

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
311,286

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度（平成29年度契約分）庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
242,213

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度（平成28年度契約分）プリンタ等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
30,709

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　庁内端末利用パソコン等機器（副首都推進局）（２）一式　長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について
47,666

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
3,100

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）経費の支出ついて（４月分）
3,100

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
20,490

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン機器（健康局平成30年3月個別導入分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
12,843

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）一式（浪速区設置分）　長期借入経費の支出について（４月分）
76,626

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）経費の支出ついて（４月分）
12,400

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
17,271

健康局 総務課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入経費の支出について（平成30年度契約分）（４月分）
19,385

健康局 総務課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度局運営事務用　日本放送協会放送受信料の支出について
50,640

健康局 総務課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 平成31年度局運営事務（病院機構支援）用　交流会館で使用する電気料金の支出について（4月分）
67,592

健康局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる支出命令について（５月分）
56,842

健康局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる支出命令について（４月分）
56,842

健康局 総務課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 令和元年度全国衛生部長会第1回総会への出席及び同経費の支出について
57,460

健康局 総務課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 局運営事務（病院機構支援）用　交流会館における機械警備業務委託料の支出について（令和元年５月分）
5,130

健康局 総務課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　令和元年度庁内情報利用パソコン機器（省スペース型デスクトップ）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
19,440

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（平成27年度契約　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
38,268

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（５月分）
637,139

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料
局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（平成28年度契約プリンタ　環境科学研究センター分）一式の長期借入にかかる経費の支出について
（５月分） 8,695

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,585

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度（平成29年度契約分）庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
242,213

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）（旅館業指導Ｇ分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
33,696

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度（平成28年度契約分）プリンタ等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
30,709

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
311,286

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度契約分）（５月分）
555,509

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　庁内端末利用パソコン等機器（副首都推進局）（２）一式　長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（５月分）
47,666

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（５月分）
3,100

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,100

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度　ＬＧＷＡＮ接続系端末等機器（個別調達分）の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
20,490

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン機器（健康局）一式（浪速区設置分）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
76,626

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 局運営事業用　平成31年度庁内情報利用パソコン機器（健康局平成30年3月個別導入分）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,843

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度局運営事務用　平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
17,271

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 局運営事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン（健康局）長期借入（平成28年度契約分）にかかる経費の支出について（５月分）
12,400

健康局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成31年度庁内情報利用パソコン等機器（健康局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（平成30年度契約分）（５月分）
19,385

健康局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（総務課仮配属者４月分）の支出について
15,426

健康局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和元年度　局運営事務用コピー代金の支出について（５月分）
108,397

健康局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和元年度　局運営事務用コピー代金（分室追加分）の支出について（５月分）
16,720

健康局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和元年度　局運営事務用コピー代金（生活衛生設置分（１台））の支出について（５月分）
26,362

健康局 経理課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 財務関係事務用　地方財務実務提要追録（５７０～５７３号）購入経費の支出について
10,928
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健康局 経理課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 平成３１年度　もと西成保健センター機械警備業務の実施及び同経費の支出について（５月分）
58,968

健康局 経理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（令和元年５月分）
864

健康局 経理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 健康総務事業用後納郵便料金の支出について（5月分）
438,702

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

旅費　普通旅費 第２８回環境化学討論会への出席及び同経費の支出について
34,180

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用1,2,3-Triphenylguanidine外23点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
796,532

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用1mol/L ぎ酸アンモニウム溶液外４点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
21,816

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用スクリューキャップ　外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
28,382

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用DNA簡易抽出HEPAフィルタ外１０点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
426,103

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学調査研究用液体高純度窒素ガス外１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
11,232

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ＰＡＨ混合標準液外13点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
299,106

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月07日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用PM2.5成分測定用石英繊維製フィルタ外３２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
512,468

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月10日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学調査研究用液体酸素ガスの買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
5,400

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

負担金、補助及交付金　会費 第２８回環境化学討論会への参加にかかる会費の支出について
10,000

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月12日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

役務費　通信運搬費 環境科学研究センター管理運営用　庁内情報ネットワーク回線にかかる経費の支出について（４月分）
5,130

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月14日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　燃料費 環境科学研究センター管理運営用　揮発油レギュラー注油にかかる経費の支出について（４月分）
6,570

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用ガラス円筒ろ紙吸引ホルダ部外６点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
181,224

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用亜硝酸性窒素標準液外８点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
347,619

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用蒸留装置用枝付連結管外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
120,582

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学調査研究用液体高純度窒素ガス外３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
20,088

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用円筒ろ紙吸引ホルダー外４点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
130,653

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用水酸化ナトリウム外３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
32,454

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月18日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

旅費　普通旅費 環境科学研究センター管理運営用　環境科学研究センターにかかる市内出張交通費の支出について（5月分）
5,400

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用Amantadine-d15 Hydrochloride　外６点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
144,277

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用シリコンチューブ外２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約５月分）
7,317

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 環境科学研究調査用SPCフィルタホルダーPTFEパッキン外７点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
148,165

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　備品修繕料 環境科学研究検査用　抽出器用マントルヒーター修理の実施及び同経費の支出について
177,120

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

需用費　消耗品費 厚生労働省水道水質検査精度管理調査用試料の買入について
35,640

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

使用料及賃借料　使用料 環境科学研究センター管理運営事業用　ETC利用にかかる高速道路通行料の支出について（４月分）
1,610

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　キャニスター/加熱脱着ガスクロマトグラフ質量分析装置一式の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
753,948

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置一式の長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,196,640

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　平成31年度液体クロマトグラフタンデム型質量分析装置一式（再リース）その３の借入にかかる経費の支出について（4月分）
37,476

健康局 環境科学研究センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費
環境科学研究センター
費

使用料及賃借料　使用料 環境科学研究検査用　平成31年度液体クロマトグラフタンデム型質量分析装置一式（再リース）その３の借入にかかる経費の支出について（5月分）
37,476

健康局 健康施策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　特別旅費 2019年度結核研究所研修「医学科　医師・対策コース」への出張にかかる旅費の支出について
40,670

健康局 健康施策課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　被服費 各種保健事業用白衣外２点の買入にかかる経費の支出について
95,580

健康局 健康施策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 非常勤職員用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（4月分）
1,281

健康局 健康施策課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 熱中症予防啓発事業用うちわの作成にかかる経費の支出について
322,920

健康局 健康施策課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　印刷製本費 熱中症予防啓発事業用リーフレット外１点の作成にかかる経費の支出について
237,098

健康局 健康施策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度大阪市急病診療業務の実施にかかる十三休日急病診療所不動産賃貸借料の支出について（令和元年5月分）
135,000

健康局 健康施策課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（4月分）
1,506

健康局 健康施策課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（4月分）
18,456

健康局 健康施策課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（4月分）
1,636

健康局 健康施策課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 保健福祉センター事業用　平成３１年度保健衛生検査所外２箇所白衣等洗濯業務委託料の支出について（４月分）
3,240

健康局 健康施策課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　手数料 保健福祉センター事業用　平成３１年度保健衛生検査所外２箇所白衣等洗濯業務委託料の支出について（５月分）
11,016

健康局 健康施策課 令和元年06月24日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　普通旅費 各種保健事業用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（4月分）
1,660

健康局 健康施策課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 災害救助対策事業　携帯電話使用料の支出について（５月分）
3

健康局 健康施策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 非常勤職員用　市内出張（近接地含む）旅費の支出について（5月分）
1,173

健康局 健康施策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健関係職員研修事業用　第78回日本公衆衛生学会総会への職員派遣にかかる事前参加登録費の支出について
77,000
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健康局 健康づくり課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成31年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
2,108,405

健康局 健康づくり課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成31年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
1,624,574

健康局 健康づくり課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成31年度胃がん・大腸がん・肺がん検診事業関係業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
1,612,954

健康局 健康づくり課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成31年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（４月分）
1,868,400

健康局 健康づくり課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成31年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（４月分）
3,983,688

健康局 健康づくり課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成31年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（４月分）
1,152,036

健康局 健康づくり課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診推進事業用がん検診クーポン券（子宮頸がん用）ほか１点　印刷の実施及び同経費の支出について
232,632

健康局 健康づくり課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　印刷製本費 がん検診推進事業用がん検診のしおり（子宮頸がん用）ほか１点の実施及び同経費の支出について
403,228

健康局 健康づくり課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用　第１６０回マンモグラフィ技術更新講習会参加にかかる経費の支出について
150

健康局 健康づくり課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 負担金、補助及交付金　会費 がん検診事業用　第１６０回マンモグラフィ技術更新講習会参加にかかる経費の支出について
16,200

健康局 健康づくり課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
249

健康局 健康づくり課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
788

健康局 健康づくり課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（４月分）
3,499

健康局 健康づくり課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 地域巡回型がん検診事業用　平成３１年度乳がん検診デジタルマンモグラフィ機器装置保守・点検業務委託の実施及び同経費の支出について（５月分）
472,500

健康局 健康づくり課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 地域巡回型がん検診事業用　平成３１年度乳がん検診デジタルマンモグラフィ機器装置保守・点検業務委託の実施及び同経費の支出について（４月分）
472,500

健康局 健康づくり課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
4,568

健康局 健康づくり課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 がん検診事業用　大阪市乳がんマンモグラフィ読影システム利用パソコン長期借入経費の支出について（令和元年5月分）
10,660

健康局 健康づくり課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 受動喫煙防止対策推進事業用　事務所（コールセンター）開設にかかる複写電送装置外２点買入の実施及び同経費の支出について
54,000

健康局 健康づくり課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 大阪市歯周病検診事業用（歯周病検診）委託料の支出について（４月分）
387,238

健康局 健康づくり課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 使用料及賃借料　使用料 地域巡回型がん検診乳がん（マンモグラフィ）夜間検診にかかる会場使用料の支出について（令和元年12月３日実施分）
36,800

健康局 健康づくり課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 受動喫煙防止対策推進事業用　事務所（コールセンター）開設にかかるオフィスチェア買入の実施及び同経費の支出について
234,640

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 保健栄養指導用栄養関係法規類集追録２７６・２７７号買入にかかる経費の支出について
19,102

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業等用　平成31年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について(5月分)
6,653

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業等用　平成31年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について(5月分)
293,661

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業等用　平成31年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について(5月分)
220,687

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業等用　平成31年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について(5月分)
50,369

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業等用　平成31年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について(5月分)
10,692

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業等用　平成31年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について(5月分)
174,882

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業等用　平成31年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について(5月分)
131,403

健康局 健康づくり課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業等用　平成31年度保健管理システムパンチデータ作成業務委託(概算契約)の実施及び同経費の支出について(5月分)
342,304

健康局 健康づくり課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
9,704,696

健康局 健康づくり課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
6,216,845

健康局 健康づくり課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
6,739,345

健康局 健康づくり課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
5,087,539

健康局 健康づくり課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
28,466,646

健康局 健康づくり課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用がん検診関係業務委託料（単価契約）の支出について（４月分）
173,502

健康局 健康づくり課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（5月分）
1,212

健康局 健康づくり課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（5月分）
10,206

健康局 健康づくり課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　手数料 がん検診事業用等　放射線技術検査所外１箇所長白衣等洗濯業務委託（概算契約）の実施及び同経費の支出について（5月分）
3,842

健康局 健康づくり課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 受動喫煙防止対策推進事業用　受動喫煙予防啓発用リーフレット封入封緘等業務委託料の支出について
99,129

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
4,100

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　消耗品費 受動喫煙防止対策推進事業用　事務所（コールセンター）開設にかかる電話交換機等買入の実施及び同経費の支出について
623,691

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 需用費　建物修繕料 受動喫煙防止対策推進事業用　健康づくり課分室にかかる庁内情報ネットワークケーブルの設置・修繕の実施及び同経費の支出について
196,560

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
4,852

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
1,127

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
939

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
3,850
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健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
9,900

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
11,278

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
15,564

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
86,354

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
594

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
10,644

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
3,474

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 がん検診等事業用　後納郵便料の支出について（５月分）
632

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成31年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（５月分）
3,659,148

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成31年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（５月分）
4,765,662

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用等　平成31年度乳がん検診・骨粗しょう症検診事業関係業務委託料の支出について（５月分）
3,186,000

健康局 健康づくり課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 がん検診事業用　平成31年度乳がん検診（マンモグラフィ）フィルム逓送業務委託料の支出について（5月分）
203,783

健康局 生活衛生課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 食品衛生事業用　全国食品衛生主管課長連絡協議会の出席にかかる経費の支出について
28,900

健康局 生活衛生課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成３１年４月分）
10,444

健康局 生活衛生課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成３１年４月分）
20,255

健康局 生活衛生課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用等　揮発油（レギュラー）スタンド給油料金の支出について（平成３１年４月分）
16,765

健康局 生活衛生課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 簡易専用水道規制指導事業用　飲料水衛生管理講習会の経費の支出について（令和元年10月29日実施分）
31,400

健康局 生活衛生課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般事務用「ゴム印１号外２点」買入にかかる経費の支出について
24,872

健康局 生活衛生課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施にかかる経費の支出について（４月分）
6,048

健康局 生活衛生課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 と畜検査事業用　令和元年度国立保健医療科学院短期研修「食肉衛生検査研修」の受講及び同経費の支出について
83,660

健康局 生活衛生課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施にかかる経費の支出について（４月分）
36,780

健康局 生活衛生課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施にかかる経費の支出について（４月分）
7,573

健康局 生活衛生課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施にかかる経費の支出について（４月分）
7,994

健康局 生活衛生課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施にかかる経費の支出について（４月分）
2,592

健康局 生活衛生課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所にかかる白衣等洗濯業務の実施にかかる経費の支出について（４月分）
11,317

健康局 生活衛生課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 狂犬病予防等事業用「なにわ８００さ２２２５」の法定６か月点検経費の支出について
8,640

健康局 生活衛生課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ１００さ６３３５」の法定６か月点検経費の支出について
8,640

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 生活衛生監視事務所にかかる圧縮天然ガス充填経費の支出について（平成３１年４月分）
9,333

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水銀標準液外１８点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
22,680

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用馬無菌脱繊維血液の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
8,856

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等嫌気指示薬外２３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
19,008

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等嫌気指示薬外２３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
66,911

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等嫌気指示薬外２３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
184,777

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アセトン外２１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
53,676

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アセトン外２１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
7,776

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等1mol/L 水酸化ナトリウム外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
13,781

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＳＰ試薬外７点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
93,690

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水銀標準液外１８点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
48,470

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等水銀標準液外１８点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
31,234

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　ＶＴ遺伝子キットの買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
275,400

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「デソキシコレート培地（分包）外３点」買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
28,512

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等アセトン外２１点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
81,140

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等1mol/L 水酸化ナトリウム外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
8,824

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 と畜検査事業用薬剤感受性試験用ディスク（アンピシリン）外７点の買入にかかる経費の支出について（単価契約４月分）
14,580

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用VT遺伝子検出キットの買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
91,800

健康局 生活衛生課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等1mol/L 水酸化ナトリウム外１２点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
6,501

健康局 生活衛生課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成３１年４月分）
12,296
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健康局 生活衛生課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成３１年４月分）
26,500

健康局 生活衛生課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用等コピー代金の支出について（平成３１年４月分）
34,164

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 簡易専用水道規制指導事業用　一般社団法人　全国給水衛生検査協会　近畿支部総会への出席にかかる経費の支出について
2,020

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用「食品関係公正取引法規集追録　外１点」の買入にかかる経費の支出について（4月納品分）
95,212

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生事業用追録　廃棄物処理実務便覧（803～814号）の買入にかかる経費の支出について
22,488

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　蒸留水外１０点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
221,702

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　チャック付きポリ袋外１２点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
37,195

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業　平成３１年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（平成３１年４月分）
81,486

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 そ族昆虫防除事業　平成３１年度公共発生源への薬剤散布業務委託（概算契約）の実施及び経費の支出について（令和元年５月分）
56,052

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務の実施及び同経費の支出について（4月分）
3,950

健康局 生活衛生課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 乳肉衛生事業用中央卸売市場食品衛生検査所収去検査にかかる宿泊施設の借上経費の支出について（４月分）
7,100

健康局 生活衛生課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 令和元年度　そ族昆虫防除事業用　大都市環境衛生主管課長会議への出席及び同経費の支出について
119,930

健康局 生活衛生課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 一般廃棄物処理施設事業用「安全靴　外１点」の買入支出について
13,478

健康局 生活衛生課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用　食品衛生検査施設信頼性確保部門責任者等研修会の出席及び同経費の支出について
28,840

健康局 生活衛生課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 一般事務事業用　市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
81,890

健康局 生活衛生課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 そ族昆虫防除事業用　第３３回ペストロジー実習講座（6/19～6/21）にかかる会費（受講料）の支出について
64,800

健康局 生活衛生課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 と畜検査事業用　平成３１年度食肉衛生検査所庁舎清掃業務の実施及び同経費の支出について（５月分）
95,100

健康局 生活衛生課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　簡易検査用ＴＧＳＥ培地の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
19,224

健康局 生活衛生課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 食品衛生事業用　消毒用エタノール又は酒税免税アルコール製品外９点の買入にかかる経費の支出について（４月発注分）
21,270

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 平成３１年度 動物愛護管理研修出席にかかる旅費の支出について
29,780

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業等用「消毒用エタノール又は酒税 免税ｱﾙｺｰﾙ製品外２点」買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
37,789

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用食品衛生関係法規集追録の買入にかかる経費の支出について
38,880

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 乳肉衛生事業用pH4　標準液外３点の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
35,650

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 狂犬病予防等事業用　動物管理センターガス料金の支出について（５月分）
4,545

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 狂犬病予防等事業用　動物管理センター電気料金の支出について（５月分）
156,171

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 動物管理センター庁舎清掃業務委託（長期継続契約）にかかる経費の支出について（５月分）
45,360

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 狂犬病予防等事業用　動物管理センター機械警備業務委託料の支出について（５月分）
7,668

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 平成３１年度　大阪市動物管理センター一般廃棄物収集・運搬業務にかかる経費の支出について（5月分）
5,431

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 Ｇ20大阪サミット関係施設食中毒対策事業用　食中毒予防啓発用リーフレット封入封緘等業務委託にかかる経費の支出について
506,449

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（４月分）
8,060

健康局 生活衛生課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 狂犬病予防等事業用　ETC利用高速道路通行料の支出について（４月分）
3,720

健康局 生活衛生課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 令和元年度動物愛護推進員研修会出席に係る推進員交通費の支出について
4,040

健康局 生活衛生課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生営業指導事業用「営業施設衛生管理講習会受講済ステッカー」印刷にかかる経費の支出について
30,164

健康局 生活衛生課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用等平成31年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出につい
て（5月分） 5,864

健康局 生活衛生課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用等平成31年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出につい
て（5月分） 5,864

健康局 生活衛生課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料
有害家庭用品事業用等平成31年度大阪市食肉衛生検査所及び保健衛生検査所における産業廃棄物収集・運搬及び処分業務委託にかかる経費の支出につい
て（5月分） 13,479

健康局 生活衛生課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 食品衛生事業用　食品安全モニター交通費の支出について（第１回）
1,500

健康局 生活衛生課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報償費　報償金 食品衛生事業用　食品安全モニター交通費の支出について（第２回）
1,600

健康局 生活衛生課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
5,130

健康局 生活衛生課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
5,130

健康局 生活衛生課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
5,130

健康局 生活衛生課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 乳肉衛生事業用等　庁内情報ネットワークにおける通信サービス経費の支出について（５月分）
5,130

健康局 生活衛生課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 委託料　委託料 乳肉衛生事業用　平成３１年度中央卸売市場食品衛生検査所清掃業務にかかる委託料の支出について（５月分）
9,720

健康局 生活衛生課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（５月分）
38,413

健康局 生活衛生課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 簡易専用水道指導規制事業用「DPD試薬」の買入にかかる経費の支出について（単価契約4月分）
8,475

健康局 生活衛生課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（５月分）
79,922

健康局 生活衛生課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用等　携帯電話使用料の支出について（５月分）
27,229
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健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
4,480

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
14,980

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 簡易専用水道規制指導事業用　全国給水衛生検査協会令和元年度総会への出席及び同経費の支出について
29,020

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
10,217

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
13,500

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 乳肉衛生事業用等　市内出張交通費の支出について（平成３１年４月分）
5,088

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 動物愛護管理事業用小口支払基金繰入金（動物管理センター）の支出について（５月分）
745

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　中央市場食品衛生検査所電気・上下水道料金の支出について（５月分）
158,389

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　光熱水費 乳肉衛生事業用　東部市場食品衛生検査所　電気・上下水道料金の支出について（５月分）
81,474

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 食鳥検査事業用小口支払基金繰入金（食肉衛生検査所）の支出について（５月分）
7,466

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 動物愛護管理事業用小口支払基金繰入金（動物管理センター）の支出について（５月分）
2,200

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査実地研修にかかる宿泊施設の借上にかかる経費の支出について（４月分）
11,300

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　補助金 平成３１年度　大阪市公衆浴場衛生向上事業補助金（基幹設備等維持補修経費用）の支出について
62,000

健康局 生活衛生課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 負担金、補助及交付金　会費 乳肉衛生事業用　全国市場食品衛生検査所協議会にかかる負担金の支出について
50,000

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所白衣等洗濯業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
6,372

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 Ｇ20大阪サミット関係施設食中毒対策事業及びがん検診推進事業用　後納郵便料金の支出について（５月分）
2,167,099

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 薬務事務事業用追録「医薬品、医療機器関係実務便覧　追録　外１点」の買入にかかる経費の支出について
8,164

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　船車修繕料 動物愛護管理事業用「なにわ８８す６１７９」の法定６か月点検経費の支出について
8,640

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 Ｇ20大阪サミット関係施設食中毒対策事業及びがん検診推進事業用　後納郵便料金の支出について（５月分）
3,892,623

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 一般事務事業用　後納郵便料金の支出について（５月分）
970

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所白衣等洗濯業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
2,970

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所白衣等洗濯業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
7,028

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所白衣等洗濯業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
9,282

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所白衣等洗濯業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
12,724

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　手数料 と畜検査事業用等食肉衛生検査所外１０箇所白衣等洗濯業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
59,180

健康局 生活衛生課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 食鳥検査事業用　食鳥検査にかかる宿泊施設借上経費の支出について（４月分）
119,849

健康局 こころの健康センター 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 総合福祉システム（福祉五法）出力帳票等封入封緘業務（概算契約）委託経費の支出について（４月分）
389,118

健康局 こころの健康センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・令和元年5月17日実施分）
82,500

健康局 こころの健康センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（合議体・令和元年5月17日実施分）
4,180

健康局 こころの健康センター 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 こころの健康センター管理運営用　庁内情報ネットワークにかかる回線等使用料の支出について（平成３１年４月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・５月審査分（追給））
1,073,056

健康局 こころの健康センター 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保（後期高齢）・５月審査分（概算））
3,720,000

健康局 こころの健康センター 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（国保・６月審査分（概算））
122,503,867

健康局 こころの健康センター 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（５月審査分・国保）入院費の支出について
1,122,556

健康局 こころの健康センター 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 措置入院事業用（５月審査分・後期高齢）入院費の支出について
159,000

健康局 こころの健康センター 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（平成３１年４月分）
103,133

健康局 こころの健康センター 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（平成３１年４月分）
20,740

健康局 こころの健康センター 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（平成３１年４月分）
227,772

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
122,526

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
3,718,332

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（５月審査分・社保）支払事務委託料の支出について
2,297

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
123,422

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（５月審査分・後期高齢）支払事務委託料の支出について
282

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（５月分・社保）レセプト電子データ提供委託料の支出について
584

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 措置入院事業用（５月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
1,222

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・国保）支払事務委託料の支出について
2,837,390

健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療費（精神通院医療）の支出について（社保・６月審査分（概算））
894,424,000
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健康局 こころの健康センター 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 精神障がい者措置入院費の支出について（社保・６月審査分（概算））
3,075,000

健康局 こころの健康センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 平成31年度第1回アルコール依存症臨床医等研修参加にかかる旅費の支出について
29,300

健康局 こころの健康センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 平成３１年度アルコール依存症臨床医等研修にかかる資料代・宿泊費の支出について
40,000

健康局 こころの健康センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 平成31年度精神科一次救急医療体制整備事業の医療機関医師賠償責任保険契約にかかる経費の支出について
103,689

健康局 こころの健康センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・介護）支払事務委託料の支出について
1,330

健康局 こころの健康センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 市長入院同意患者の財産保護用貸金庫使用料の支出について
50,544

健康局 こころの健康センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 平成３１年度アルコール依存症臨床医等研修にかかる資料代・宿泊費の支出について
10,000

健康局 こころの健康センター 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 自立支援医療（精神通院）（５月審査分・介護）医療費の支出について
34,643

健康局 こころの健康センター 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（平成３１年４月分）
32,778

健康局 こころの健康センター 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　特別旅費 令和元年度ＤＰＡＴ総括者・事務担当者研修出席にかかる旅費の支出について
92,660

健康局 こころの健康センター 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用コピー代金及び関連消耗品代の支出について（平成３１年４月分）
37,364

健康局 こころの健康センター 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 こころの健康センター管理運営用　庁内情報ネットワークにかかる回線等使用料の支出について（令和元年５月分）
5,130

健康局 こころの健康センター 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（令和元年５月分）
107,521

健康局 こころの健康センター 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　光熱水費 こころの健康センターにかかる電気及び水道料金の支出について（令和元年５月分）
19,562

健康局 こころの健康センター 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成31年4月分）
26,960

健康局 こころの健康センター 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（平成31年4月分）
33,000

健康局 こころの健康センター 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 こころの健康センター管理運営用コピー代金及び関連消耗品代の支出について（令和元年５月分）
36,137

健康局 こころの健康センター 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービル清掃業務委託料の支出について（令和元年５月分）
32,778

健康局 こころの健康センター 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市都島センタービルの建物・設備の管理及び保守並びに保安・警備に関する業務委託料の支出について（令和元年５月分）
227,772

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・令和元年5月28日実施分）
33,000

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 精神医療審査会委員報酬の支出について（実地面接・令和元年5月28日実施分）
2,340

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第56回精神保健指導課程研修（前期）参加及び同経費の支出について
37,560

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 精神保健事業用　自己負担上限額管理票の印刷に係る経費の支出について
165,888

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
7,835

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,704

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
310,336

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
32,465

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
1,422

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
994

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 精神保健事業等用　後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
736

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 自立支援医療（精神通院医療）受給者別一覧表電子媒体提供料の支出について（国保・５月審査分）
3,000

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 精神障がい者地域生活移行推進業務委託料の支出について（令和元年5月分）
26,960

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成31年度精神保健搬送車運行等業務委託料の支出について(令和元年5月分)
1,093,500

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成31年度精神保健搬送車運行等業務委託料の支出について(平成31年4月分)
1,093,500

健康局 こころの健康センター 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成31年度精神科一次救急医療体制整備事業委託にかかる経費の支出について（４・５月分）
4,553,089

健康局 保健所管理課 令和元年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（平成31年4月分）
12,500

健康局 保健所管理課 令和元年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護委託料の支出について（平成31年4月分）
22,500

健康局 保健所管理課 令和元年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業の訪問看護費委託料の支出について（平成31年4月分）
185,900

健康局 保健所管理課 令和元年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護委託料の支出について（平成31年4月分）
62,250

健康局 保健所管理課 令和元年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 大阪市在宅人工呼吸器使用患者支援事業用　訪問看護費委託料の支出について（平成31年4月分）
147,900

健康局 保健所管理課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健衛生検査所及び放射線技術検査所　4月分）の支出について
42,815

健康局 保健所管理課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　4月分）の支出について
198,838

健康局 保健所管理課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第94回日本結核病学会総会への参加にかかる会費の支出について
15,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 地域保健職員研修用　第94回日本結核病学会総会への参加にかかる会費の支出について
15,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　4月分）の支出について
11,217

健康局 保健所管理課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第94回日本結核病学会総会の出張及び同経費の支出について
50,620

健康局 保健所管理課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 地域保健職員研修用　第94回日本結核病学会総会の出張及び同経費の支出について
50,620
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健康局 保健所管理課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　普通旅費 保健栄養指導事業費（市内出張交通費）平成３１年４月分の支出について
14,794

健康局 保健所管理課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　損害保険料 平成31年度小児慢性特定疾病児等療養相談会の実施にかかる保険料の支出について
12,350

健康局 保健所管理課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 保健所管理運営用　揮発油レギュラー注油券料金の支出について（４月分）
10,997

健康局 保健所管理課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所４月分）
700

健康局 保健所管理課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所４月分）
39,798

健康局 保健所管理課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　船場センタービルにかかる光熱水費の支出について（保健衛生検査所４月分）
1,790

健康局 保健所管理課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル管理費の支出について（保健衛生検査所平成３１年度６月分）
548,388

健康局 保健所管理課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　船場センタービル修繕積立金の支出について（保健衛生検査所　平成３１年度６月分）
103,469

健康局 保健所管理課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 折り紙（環境保健サーベイランス調査（６歳児）用謝礼品）購入経費の支出について
349,812

健康局 保健所管理課 令和元年06月11日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 公害健康被害補償事業用　薬効・薬価リスト外１点の買入及び同経費の支出について
81,810

健康局 保健所管理課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）償還払い（５月分）の口座不能による再支出について
84,700

健康局 保健所管理課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 平成31年度（令和元年度）呼吸器講演会事業に係る報償金の支出について（令和元年5月17日開催分）
30,670

健康局 保健所管理課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 ぜん息児水泳教室事業（事前勉強会・健康教育）用　三方巻鳥　買入に係る経費の支出について
9,331

健康局 保健所管理課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成３１年度公害健康被害補償システム（医療費支払）パンチデータ作成業務委託契約について（４月分）
123,118

健康局 保健所管理課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
3,920

健康局 保健所管理課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
1,771

健康局 保健所管理課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
874

健康局 保健所管理課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
460

健康局 保健所管理課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
920

健康局 保健所管理課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 公害健康被害補償システム用サーバ等機器及びソフトウェア借入（長期契約）経費に支出について（令和1年5月分）
50,068

健康局 保健所管理課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償費の支出について（６月支払分）
67,388,073

健康局 保健所管理課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用障害補償費の支出について（６月分）
578,032,640

健康局 保健所管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（令和元年5月分）
526,500

健康局 保健所管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（令和元年5月分）
136,500

健康局 保健所管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害診療報酬審査委員会　委員報酬の支出について（令和元年5月分）
4,340

健康局 保健所管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 公害健康被害補償事業用公害健康被害認定審査会　委員報酬の支出について（令和元年5月分）
11,760

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 保健所管理運営用　電話交換機長期借入の同経費の支出について（令和元年５月分）
47,088

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（国保　令和元年5月分）（4月診療分　確定払い）
103,273

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和元年5月診療分　国保連医療）（6月審査分　概算払い）
79,505,152

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（国保　令和元年5月分）（4月診療分確定払い）
1,575,836

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和元年5月診療分　国保連後期高齢）（6月審査分　概算払い）
35,710,854

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（令和元年5月診療分　国保連）（6月審査分　概算払い）
8,611,261

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 公害療養相談会に係る従事者（講師）報償金の支出について
14,220

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（５月２９日　鶴見区保健福祉センター実施分）
12,355

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報償費　報償金 アレルギー予防教室、乳幼児アトピー・ぜん息相談に係る医師報償金の支出について（５月２９日　鶴見区保健福祉センター実施分）
12,355

健康局 保健所管理課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 公害健康被害補償事業用公害文書料・医学的検査料の支出について（医師会医療機関・非医師会医療機関４月分）
3,082,738

健康局 保健所管理課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 局運営事務用　ＰＰＣ用紙買入（保健所上半期分）にかかる経費の支出について（1回目）
224,100

健康局 保健所管理課 令和元年06月19日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成31年度公害診療報酬請求書等作成に係る作表等処理業務委託（概算契約）経費の支出について（令和１年５月分）
135,912

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分　国保連）
671,912

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか４医療）（令和元年5月作成分）
1

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか４医療）（令和元年5月作成分）
19,075

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分・社保）
132,531

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（国保　令和元年5月審査分）
1,410

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか４医療）（令和元年5月作成分）
123

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか４医療）（令和元年5月作成分）
173

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 こども難病医療費助成事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分・社保）
109

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 未熟児養育医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分・社保）
5,460
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健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分　国保連）
50,384

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分・社保）
577,995

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分　国保連後期高齢）
404,576

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 公費負担医療に係るレセプト電子データ提供業務委託料の支出について（小児慢性ほか４医療）（令和元年5月作成分）
4,789

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費支払審査委託料の支出について（国保　令和元年5月審査分）
1,222

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分・社保）
3,676

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病医療支援事業用医療費の支出について（令和元年6月分・社保）（5月診療分・概算払い）
30,003,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 こども難病医療費助成事業用医療費の支出について（令和元年5月審査分・社保）
1,304

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 育成医療事業用医療費の支出について（令和元年6月分・社保）（5月診療分・概算払い）
10,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 未熟児養育医療事業用医療費の支出について（令和元年6月分・社保）（5月診療分・概算払い）
6,913,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（令和元年6月分・社保）（5月診療分・概算払い）
269,168,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（あべのメディックス　５月分）の支出について
177,278

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 保健所庁舎管理用　不動産賃借料（1002、1101-1、1204、1205号室）の支出について（平成３１年度７月分）
4,557,013

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 保健所庁舎管理用　不動産賃借料（1101-2号室）の支出について（平成３１年度７月分）
321,358

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 負担金、補助及交付金　分担金 保健所庁舎管理用　保健所管理費及び修繕積立金の支出について（７月分）
1,713,741

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）事業用医療費審査支払委託料の支出について（令和元年5月審査分　国保連介護）
128,345

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）事業用医療費の支出について（国保 介護　令和元年5月分）（4月給付分　確定払い）
3,049,180

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 小児慢性特定疾病用医療費の支出について(令和元年5月9日請求分)
30,410

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（管理課保健事業グループ）５月分の支出について
1,462

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　食糧費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用４月分）の支出について
298

健康局 保健所管理課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（大阪市公害健康被害補償事業用４月分）の支出について
7,380

健康局 保健所管理課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 委託料　委託料 保健所管理運営用　放射線技術検査所・浪速図書館機械警備業務経費（5月分）の支出について
9,720

健康局 保健所管理課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 指定難病審査会委員報酬の支出について（令和元年5月分）
175,500

健康局 保健所管理課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 扶助費　医療扶助金 特定医療費（指定難病）の償還払にかかる支出について（６月支払分）
6,714,578

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　5月分）の支出について
111,023

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健衛生検査所及び放射線技術検査所　5月分）の支出について
42,199

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　光熱水費 保健所管理運営用　電気料金（大阪市街地開発　５月分）の支出について
87,446

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 一般業務用　保健所ＡＤＳＬ使用料（放射線技術検査所・保健衛生検査所　５月分）の支出について
10,260

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 小児慢性特定疾病に関する自立支援員研修会出席にかかる旅費の支出について（6月27日～28日開催）
37,680

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 小児慢性特定疾病に関する自立支援員研修会に係る資料代の支出について
5,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 特定医療費（指定難病）診療報酬明細書点検業務（概算契約）に係る委託料の支出について（長期継続）（令和元年5月分）
36,994

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 需用費　消耗品費 保健所管理運営用　コピー代（保健所　5月分）の支出について
9,286

健康局 保健所管理課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成31年度　公害診療報酬請求書等作成に係る封入封緘等処理業務委託料の支出について（５月分）
174,299

健康局 保健所管理課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 委託料　委託料 平成31年度食生活習慣改善指導業務委託（概算契約）に係る委託料の支出について(5月分)
149,628

健康局 保健所管理課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 委託料　委託料 平成３１年度公害健康被害補償システム（医療費支払）パンチデータ作成業務委託契約について（５月分）
123,166

健康局 保健所管理課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（６月支払分）
140,400

健康局 保健所管理課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用未支給の補償給付の支出について（６月支払分）
300,890

健康局 保健所管理課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用葬祭料の支出について（６月支払分）
3,509,850

健康局 保健所管理課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　其他扶助金 公害健康被害補償事業用遺族補償一時金の支出について（６月支払分）
17,377,200

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（令和元年5月分）
3,235

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
82

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
656

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
365

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
263,144

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
102,833

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
5,186

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
2,262
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健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
1,493

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
246

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
13,240

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 平成31年度　先天性代謝異常等検査業務にかかる委託料の支出について（令和元年5月分）
2,115,311

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料
特定医療費（指定難病）事業用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（令和元年6月作成
分） 3,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 委託料　委託料 育成医療用公費負担医療受給者別一覧表及び過誤調整結果通知書の複写電子媒体の作成業務委託料の支出について（令和元年5月作成分）
3,000

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（令和元年5月分）
3,234

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（健康局）一式の長期借入に係る賃借料の支出について（令和元年5月分）
6,469

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 特定医療費(指定難病)用母子保健医療費公費負担システム用機器の借入にかかる賃借料の支出について（令和元年5月分）
22,680

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　其他委員等旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
3,920

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
1,390

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 石綿ばく露者の健康管理に関する検討会の出席および同経費の支出について
29,240

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　普通旅費 管理課審査・給付用市内出張交通費の支出について（令和元年５月分）
2,988

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
28,638

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（５月分）
559,082

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
12,168

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害健康被害補償給付関係書類等の発送用後納郵便料金の支出について（５月分）
36,130

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 公害補償給付関係書類等の着払後納郵便料金の支出について（５月分）
11,710

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　通信運搬費 管理課保健事業用料金後納郵便料の支出について（令和元年5月分）
4,324

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　損害保険料 令和元年度転地療養事業に係る保険料の支出について
30,300

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 役務費　損害保険料 平成３１年度ぜん息児水泳教室事業に係る保険料の支出について
80,568

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用療養手当の支出について（６月支払分）
71,199,200

健康局 保健所管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 扶助費　医療扶助金 公害健康被害補償事業用診療報酬の支出について（６月支払決定分）
208,580,395

健康局 保健医療対策課 令和元年06月03日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用　平成31年４月分市内出張交通費の支出について
2,816

健康局 保健医療対策課 令和元年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
7,048

健康局 保健医療対策課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 第61回日本老年医学会学術集会への出張及び経費の支出について
65,708

健康局 保健医療対策課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第61回日本老年医学会学術集会への参加にかかる会費の支出について
12,000

健康局 保健医療対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
4,130

健康局 保健医療対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生システム運営事業用　市内出張交通費の支出について（平成31年4月分）
414

健康局 保健医療対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健管理システム及び衛生管理システム端末機等の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
864,000

健康局 保健医療対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 保健管理システム及び衛生管理システムサーバ機器等の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
147,474

健康局 保健医療対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 保健衛生システム端末機等（民泊用）の長期借入にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
37,908

健康局 保健医療対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 需用費　消耗品費 医療指導事業用改元に伴うゴム印買入について
129

健康局 保健医療対策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 厚生統計調査用市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
414

健康局 保健医療対策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医療法人設立認可等事業用市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）
2,208

健康局 保健医療対策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 保健衛生情報調査研究事業用　令和元年５月分市内出張交通費の支出について
1,900

健康局 保健医療対策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（医療指導グループ　５月１４日）
3,496

健康局 保健医療対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(令和元年5月分)
106,010

健康局 保健医療対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 厚生統計調査用料金後納郵便料金の支出について(令和元年5月分)
388

健康局 保健医療対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
502

健康局 保健医療対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 医療指導事業・医療法人設立認可事業用後納郵便料金の支出について（令和元年５月分）
4,380

健康局 感染症対策課 令和元年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 医学調査研究用　第94回日本結核病学会総会出席にかかる旅費の支出について（令和元年6月6日～6月8日出張分）
48,230

健康局 感染症対策課 令和元年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理機器の長期借入にかかる使用料の支出について（平成31年4月分）
41,040

健康局 感染症対策課 令和元年06月04日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　普通旅費 医師学会出張用　第94回日本結核病学会総会への出席及び同経費の支出について（令和元年6月6日～6月8日出張分）
48,230

健康局 感染症対策課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度喀痰検体等搬送業務にかかる委託料の支出について（４月分）
6,264

健康局 感染症対策課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度結核菌検査（喀痰検査）業務にかかる委託料の支出について（４月分）
14,688

健康局 感染症対策課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核菌インターフェロンγ測定（クォンティフェロン）機器一式借入経費の支出について（４月分）
46,440
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健康局 感染症対策課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 負担金、補助及交付金　会費 第94回「日本結核病学会総会」への出席にかかる会費の支出について
15,000

健康局 感染症対策課 令和元年06月05日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 負担金、補助及交付金　会費 第94回「日本結核病学会総会」への出席にかかる会費の支出について
15,000

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（４月分）
181,500

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 感染症対策事業用及び結核事業用　感染症診査協議会総会委員報酬等の支出について（平成31年4月4日開催分）
49,500

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 感染症対策事業用及び結核事業用　感染症診査協議会総会委員報酬等の支出について（平成31年4月4日開催分）
66,000

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 コホート検討会参画医師への報償金の支出について（１回目）
11,360

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 感染症対策事業用及び結核事業用　感染症診査協議会総会委員報酬等の支出について（平成31年4月4日開催分）
1,840

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（４月分）
5,000

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 感染症対策事業用及び結核事業用　感染症診査協議会総会委員報酬等の支出について（平成31年4月4日開催分）
1,460

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（４月分）
8,333

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成31年度エックス線画像処理装置等搬送業務委託（概算契約）経費の支出について（4月分）
278,856

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度肝炎ウイルス検査個人票データパンチ業務委託料の支出について（５月分）
63,547

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成31年度定点医療機関検体搬送業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（平成31年4月分）
96,768

健康局 感染症対策課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度肝炎ウイルス検査個人票データパンチ業務委託料の支出について（４月分）
41,601

健康局 感染症対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 エイズ専門相談業務にかかる委託料の支出について（４月分）
89,644

健康局 感染症対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（４月分）
61,987

健康局 感染症対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜即日ＨＩＶ抗体等検査及び相談事業　業務委託料の支出について（４月分）
30,049

健康局 感染症対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（４月分）
59,724

健康局 感染症対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度ＨＩＶ確認検査業務委託料の支出について（４月分）
26,560

健康局 感染症対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜即日ＨＩＶ抗体等検査及び相談事業　業務委託料の支出について（４月分）
31,108

健康局 感染症対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 感染症対策事業用　火・木・土曜日HIV等検査業務委託料の支出について（４月分）
915,341

健康局 感染症対策課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜即日ＨＩＶ抗体等検査及び相談事業　業務委託料の支出について（４月分）
368,980

健康局 感染症対策課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　燃料費 結核事業用公用車燃料費の支払いについて（４月分）
21,577

健康局 感染症対策課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務にかかる筆耕翻訳料の支出について（４月分）
65,000

健康局 感染症対策課 令和元年06月13日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（平成31年４月）
1,506,744

健康局 感染症対策課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報償費　報償金 大阪市結核解析評価検討会にかかる委員報償金の支出について（５月分）
41,240

健康局 感染症対策課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 指定都市結核感染症主管課長会議用事務用品（ふせん外11点）の購入経費の支出について
49,356

健康局 感染症対策課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　消耗品費 肝炎ウイルス検査事業用　大阪市肝炎ウイルス検査申込書・個人票印刷経費の支出について
233,280

健康局 感染症対策課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（４月分）
654,869

健康局 感染症対策課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度ＨＩＶ等検査業務委託料の支出について（４月分）
279,104

健康局 感染症対策課 令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　医薬材料費 結核予防事業予防接種用ＢＣＧワクチンの買入にかかる経費の支出について（５月分）
2,838,726

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「採血針　外４点」の購入にかかる経費の支出について
73,008

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「絆創膏外４点」の購入にかかる経費の支出について
50,554

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢゴールドプラス」の購入にかかる経費の支出について
360,612

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「クォンティフェロンＴＢゴールドプラスチューブ」の購入にかかる経費の支出について
300,510

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（4月分）
5,560

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用サーバ機器賃借料の支出について（５月分）
21,060

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核登録者情報システム用端末機器賃借にかかる経費の支出について（５月分）
84,672

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 結核菌インターフェロンγ測定（クォンティフェロン）機器一式借入経費の支出について（５月分）
46,440

健康局 感染症対策課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 管外出張用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（4月分）
550

健康局 感染症対策課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（６月概算分）国保一般
1,669,676

健康局 感染症対策課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（６月概算分）国保一般
663,823

健康局 感染症対策課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（６月概算分）後期高齢
91,802

健康局 感染症対策課 令和元年06月18日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（国保連）の支出について（６月概算分）後期高齢
2,000,475

健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（５月分）国保一般
20,492

健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（５月分）
28,021

健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（支払基金）の支出について（５月分）
4,214
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健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（５月分）後期高齢
15,886

健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（５月分）国保一般
1,692

健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度外国人エイズ電話相談業務委託料の支出について
553,500

健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 結核事業用結核医療費審査支払事務委託料（国保連）の支出について（５月分）後期高齢
2,632

健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（６月概算分）
4,531,494

健康局 感染症対策課 令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 扶助費　医療扶助金 結核事業用結核医療費公費負担経費（支払基金）の支出について（６月概算分）
21,183,506

健康局 感染症対策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成31年度定点医療機関検体搬送業務委託（概算契約）経費の支出について（5月分）
103,680

健康局 感染症対策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（訪問型）事業業務にかかる委託料の支出について（４月分）
530,212

健康局 感染症対策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成31年度予防接種台帳管理システムの保守業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
173,880

健康局 感染症対策課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成31年度予防接種委託料にかかるパンチデータ作成等業務委託費の支出について（概算契約）４月分
1,486,480

健康局 感染症対策課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 平成31年度予防接種台帳管理システムの保守業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
173,880

健康局 感染症対策課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 BCG接種にかかるパンチデータ作成等業務委託経費の支出について（概算契約）（4月分）
40,529

健康局 感染症対策課 令和元年06月24日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 BCG接種にかかるパンチデータ作成等業務委託経費の支出について（概算契約）（5月分）
32,817

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 感染症予防事業用（三類消毒）　塩化ベンザルコニウム液の買入にかかる経費の支出について
13,500

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 接触者健診用「消毒用エタノールＩＰ入り外１点」の購入にかかる経費の支出について
169,387

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 外国人結核患者に対する通訳業務にかかる筆耕翻訳料の支出について（５月分）
51,200

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.148）
4,480

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度肝炎ウイルス検査事業にかかる検査委託料の支出について（４月分）
4,125,201

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.535）
1,792

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜即日ＨＩＶ抗体等検査及び相談事業　業務委託料の支出について（５月分）
30,800

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜即日ＨＩＶ抗体等検査及び相談事業　業務委託料の支出について（５月分）
30,200

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 日曜即日ＨＩＶ抗体等検査及び相談事業　業務委託料の支出について（５月分）
371,036

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 需用費　消耗品費 結核予防接種等用「感染性廃棄物用プラスチック容器２０Ｌ外１点」の購入にかかる経費の支出について
92,448

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 委託料　委託料 予防接種事業に係る個別予防接種委託料の支出について（４月分）
370,488,228

健康局 感染症対策課 令和元年06月25日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 大阪市風しんワクチン接種費用助成事業に係る風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（令和元年５月分）
967,133

健康局 感染症対策課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（５月分）
247,500

健康局 感染症対策課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 結核事業用感染症診査協議会委員報酬等の支出について（５月分）
6,600

健康局 感染症対策課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度ＭＳＭ向け受検勧奨にかかる広報業務委託料の支出について（第２回）
70,200

健康局 感染症対策課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 使用料及賃借料　使用料 感染症診査協議会用放射線画像管理機器の長期借入にかかる使用料の支出について（5月分）
41,040

健康局 感染症対策課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 エイズ対策ＨＩＶ検査事業用「エスプラインＨＩＶ　ＡＧ／ＡＢ」買入れに係る所要経費の支出について（５月１３日発注分）
124,200

健康局 感染症対策課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症予防事業用「エスプラインＴＰ」買入れに係る所要経費の支出について（５月１３日発注分）
29,160

健康局 感染症対策課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　医薬材料費 性感染症予防事業用「ＲＰＲテスト三光」買入れに係る所要経費の支出について（５月１３日発注分）
8,208

健康局 感染症対策課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　広告料 エイズ対策ＨＩＶ検査事業用　ＭＳＭ向けアプリ広告掲載にかかる広告料の支出について
627,000

健康局 感染症対策課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度ＭＳＭ向け受検勧奨にかかる広報業務委託料の支出について（第１回）
70,200

健康局 感染症対策課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成31年度エックス線画像処理装置等搬送業務委託（概算契約）に係る経費の支出について（５月分）
276,480

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 需用費　光熱水費 ＨＩＶ検査用建物賃貸借契約にかかる光熱水費の支出について（５月分）
10,820

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
1,405

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
3,722

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
82

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
1,347

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
22,147

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
11,484

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
1,099

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
544

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
17,470

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
639

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 役務費　筆耕翻訳料 大阪市結核解析評価検討会議事録作成業務にかかる筆耕翻訳料の支出について（5月分）
40,824
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健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 大阪市ふれあいＤＯＴＳ（薬局）事業業務にかかる委託料の支出について（No.1343）
8,064

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 平成３１年度ＨＩＶ確認検査業務委託料の支出について（５月分）
63,680

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 委託料　委託料 エイズ専門相談業務にかかる委託料の支出について（５月分）
67,582

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
321,753

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
380

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　医療扶助金 予防接種健康被害救済事業に係る医療費・医療手当の支出について（６月分）
35,180

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 扶助費　其他扶助金 風しんワクチン接種費用助成事業用　風しんワクチン接種費用（償還払い分）の支出について（令和元年6月13日口座振替不能分）
9,500

健康局 感染症対策課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 役務費　通信運搬費 結核、感染症予防及び予防接種事業に係る後納郵便料金の支出について（５月分）阿倍野支店分
250

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月06日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 民泊関連事業用保健所環境衛生監視課コピー代金の支出について（４月分）
17,949

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業用　保健所環境衛生監視課（旅館業指導グループ）　コピー代（４月分）について
35,154

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 環境衛生監視課事業用ゴム印の製作費の支出について
6,469

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月10日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　燃料費 専門監視事務用揮発油レギュラー注油券料金の支出について（４月分）
24,583

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月12日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（6月13日分）
15,000

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３１年度保健所庁舎管理用　環境衛生監視課におけるあべのメディックス自転車置場使用に係る経費の支出について（６月分）
3,600

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事務用市内出張交通費の支出について（４月分）
5,962

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 専門監視事業用有害家庭用品の試買検体買入にかかる経費の支出について（6月24日分）
120,000

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 専門監視事務用市内出張交通費の支出について（４月分２名追加）
1,330

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視業務用タクシー乗車代金の立替払に伴う通信運搬費の支出について（平成３１年度４月２２日執行分）
3,880

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月26日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 専門監視事務用ＥＴＣ利用高速道路通行料の支出について（環境衛生・食品衛生４月分）
2,920

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 民泊関連事業にかかる市内出張交通費の支出について（４月分）
84,272

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 専門監視事務用後納郵便料金の支出について（５月分）
8,002

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 民泊関連事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
17,008

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 民泊関連事業用登記情報提供サービス利用料金の支出について（５月分）
2,945

健康局 環境衛生監視課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 民泊関連事業用タブレット端末の借入及び同経費の支出について（５月分）
13,824

健康局
北部生活衛生監視事
務所

令和元年06月10日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 北部生活衛生監視事務所管理運営用ガソリン代の支出について（４月分）
12,615

健康局
北部生活衛生監視事
務所

令和元年06月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（４月分）
47,870

健康局
北部生活衛生監視事
務所

令和元年06月14日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 北部生活衛生監視事務所事業用市内出張旅費の支出について（４月分）
960

健康局
北部生活衛生監視事
務所

令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）５月分の支出について
3,440

健康局
北部生活衛生監視事
務所

令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）５月分の支出について
390

健康局
北部生活衛生監視事
務所

令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰戻金（北部生活衛生監視事務所）５月分の支出について
3,609

健康局
北部生活衛生監視事
務所

令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 北部生活衛生監視事務所事業用コピー代の支出について（５月分）
26,208

健康局
北部生活衛生監視事
務所

令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 北部生活衛生監視事務所事業用　料金後納郵便の支出について（５月分）
38,812

健康局
西部生活衛生監視事
務所

令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所事業用）の支出について（平成３１年度４月執行分）
21,687

健康局
西部生活衛生監視事
務所

令和元年06月11日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 平成３１年度４月給油分（西部生活衛生監視事務所監視業務用）揮発油代金の支出について
16,273

健康局
西部生活衛生監視事
務所

令和元年06月21日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所事業用)令和元年度５月執行分の支出について
3,700

健康局
西部生活衛生監視事
務所

令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金(西部生活衛生監視事務所事業用)令和元年度５月執行分の支出について
400

健康局
西部生活衛生監視事
務所

令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 令和元年度５月執行分（西部生活衛生監視事務所監視業務用）コピー代金の支出について
11,533

健康局
西部生活衛生監視事
務所

令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 市内出張交通費（西部生活衛生監視事務所事業用）の支出について（令和元年度５月執行分）
8,730

健康局
西部生活衛生監視事
務所

令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 令和元年度５月給油分（西部生活衛生監視事務所監視業務用）揮発油代金の支出について
27,631

健康局
西部生活衛生監視事
務所

令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 西部生活衛生監視事務所監視業務用料金後納利用額(郵便料金)の支出について（５月発送分）
41,808

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　特別旅費 令和元年度国立保健医療科学院短期研修「住まいと健康研修」の受講及び同経費の支出について
71,980

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（４月分）
12,668

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（４月分）
74,140

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月20日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
300

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　普通旅費 東部生活衛生監視事務所市内出張交通費の支出について（４月分）
360

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月20日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
1,170

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月21日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 使用料及賃借料　使用料 東部生活衛生監視事務所における「食品衛生法改定及びＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に関する講習会」にかかる経費の支出について
37,600
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健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月25日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 東部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（５月分）
25,206

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 東部生活衛生監視事務所事業用揮発油スタンド給油分にかかる経費の支出について（５月分）
14,670

健康局
東部生活衛生監視事
務所

令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 東部生活衛生監視事務所事業用後納郵便料金の支出について（５月分）
5,890

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

令和元年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　手数料 南東部生活衛生監視事務所運営用なにわ500ち339の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
1,200

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

令和元年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　損害保険料 南東部生活衛生監視事務所運営用なにわ500ち339の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
25,830

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

令和元年06月12日 一般会計 健康費 健康費 健康費 公課費　公課費 南東部生活衛生監視事務所運営用なにわ500ち339の自動車定期整備（継続検査）にかかる法定費用の支出について
37,800

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

令和元年06月14日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南東部生活衛生監視事務所運営用公用車のガソリン給油代金の支出について（４月分）
16,925

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　普通旅費 南東部生活衛生監視事務所にかかる市内出張交通費の支出について（４月追加分）
369

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成３１年度南東部生活衛生監視事務所における自転車置場の使用にかかる経費の支出について（６月分）
4,800

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南東部生活衛生監視事務所にかかる小口支払基金繰戻金の支出について（５月分）
540

健康局
南東部生活衛生監視
事務所

令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 南東部生活衛生監視事務所にかかる後納郵便の支出について（５月分）
15,478

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

令和元年06月13日 一般会計 健康費 健康費 健康費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（４月分）
3,569

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

令和元年06月13日 一般会計 環境費 環境費 環境費 役務費　通信運搬費 南西部生活衛生監視事務所用庁内端末回線使用料の支出について（４月分）
1,561

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

令和元年06月24日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　燃料費 南西部生活衛生監視事業用石油製品買入経費の支出について（４月分）
25,112

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

令和元年06月26日 一般会計 健康費 健康費 健康費 需用費　消耗品費 南西部生活衛生監視事務所事業用コピー代金の支出について（５月分）
10,395

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 健康費 使用料及賃借料　使用料 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金５月分の支出について
200

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

令和元年06月27日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 需用費　消耗品費 南西部監視事務所事業用小口支払基金繰戻金５月分の支出について
486

健康局
南西部生活衛生監視
事務所

令和元年06月28日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 役務費　通信運搬費 後納郵便料の支出について（５月分）（「更新案内用はがき」及び「飲食店通知郵便」）
4,272

人事室 総務課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（４月分）
2,270

人事室 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（平成31年４月分）
63,952

人事室 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,100

人事室 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　食糧費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
100

人事室 総務課 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 人事室　小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
82

人事室 総務課 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
28,832

人事室 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（職員カウンセリングルーム、職員人材開発センター 令和元年５月分）
10,260

人事室 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
104,820

人事室 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
24,246

人事室 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
2,879

人事室 総務課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（人事室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
698,004

人事室 総務課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料等の支出について（令和元年５月分）
6,700

人事室 総務課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
960

人事室 人事課 令和元年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　大阪市職員定期健康診断受診票（１種）ほか４点印刷にかかる経費の支出について
107,867

人事室 人事課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置一式長期借入（その２）の経費の支出について（４月分）
33,426

人事室 人事課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 役務費　手数料 職員衛生管理用　第１種衛生管理者免許試験受験手数料の支出について（７月受験分）
54,400

人事室 人事課 令和元年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　令和元年度大都市人事担当課長会議（春季）にかかる管外出張経費の支出について
75,200

人事室 人事課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 職員衛生管理用　第９２回日本産業衛生学会の参加に係る管外出張旅費の支出について
27,500

人事室 人事課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 委託料　委託料 職員疾病対策事業用　平成31年度職員放射線被曝線量測定業務委託（概算契約）の実施にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
35,768

人事室 人事課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　人事監察委員会にかかる報酬等の支出について（令和元年５月開催分）
147,000

人事室 人事課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 人事事務用　人事監察委員会にかかる報酬等の支出について（令和元年５月開催分）
660

人事室 人事課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 職員疾病対策事業用　コピー代の支出について（４月分）
1,758

人事室 人事課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　光熱水費 職員相談室　電気代の支出について（５月分）
8,250

人事室 人事課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　分担金 職員相談事業　職員相談室の管理費及び修繕積立金にかかる経費の支出について（６月分）
233,673

人事室 人事課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 需用費　消耗品費 衛生管理者試験受験予定者講習会で使用するテキストの購入にかかる経費の支出について（令和元年6月11日実施分）
21,384

人事室 人事課 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 負担金、補助及交付金　会費 職員衛生管理用　関西産業健康管理研究協議会事業所会員の継続及び年会費の支出について
10,000

人事室 人事課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　令和元年度近畿ブロック各府県栄典担当初任者研修の開催にかかる管外出張命令及び経費の支出について
12,420

人事室 人事課 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 人事事務用　勤務条件等に関する調査ヒアリングにかかる管外出張命令及び経費の支出について
88,080

人事室 人事課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　外部監察専門委員にかかる報酬等の支出について（令和元年５月分）
288,000
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人事室 人事課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 使用料及賃借料　使用料 職員疾病対策事業用　健康診断結果経年管理システムサーバ機及び周辺装置一式長期借入（その２）の経費の支出について（５月分）
33,426

人事室 人事課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員にかかる報酬等の支出について（令和元年５月開催分）
238,500

人事室 人事課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 人事事務用　児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会委員にかかる報酬等の支出について（令和元年５月開催分）
10,680

人事室 給与課 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 給与事務用　市内等出張交通費の支出について（平成31年４月分）②
360

人事室 給与課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　普通旅費 会計年度任用職員制度の準備状況等に関する調査ヒアリング等にかかる管外出張旅費の支出について
88,080

人事室 管理課 令和元年06月04日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 共済費　互助会長期給付補給金 平成31年度　長期給付にかかる補給金（互助会交付金）概算交付の支出について（６月期分）
4,746,000

人事室 管理課 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（４月分）
17,664

人事室 管理課 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 職員手当等　児童手当 職員児童手当の支払について（６月７日支払分）
423,785,000

人事室 管理課 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　平成31年度第１回オンラインタイムレコーダ取付等業務の実施にかかる経費の支出について
162,000

人事室 管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　コピー代の支出について（４月分）
1,742

人事室 管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　コピー代の支出について（４月分）
70,150

人事室 管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　臨時職員システムサーバ機器等一式（その２）　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
418,338

人事室 管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 職員手当等　退職手当 令和元年６月払　退職手当の支出について（１０１）
4,932,722

人事室 管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　退隠料 令和元年６月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
1,956,425

人事室 管理課 令和元年06月14日 一般会計 総務費 諸給与金 諸給与金 恩給及退職年金　遺族扶助料 令和元年６月払　退隠料・遺族扶助料の支出について
12,951,630

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,737,833

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
10,900,594

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
459,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
1,902,828

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
463,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,977,268

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
150,450

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
325,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
17,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
58,994

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 議会費 議会費 事務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
330

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　特別職給 令和元年６月　給与の支給について
4,496,680

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
15,713,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
15,567,831

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
17,023,590

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
12,105,909

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
41,379,207

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
12,245,510

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
25,422,703

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
17,126,806

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
30,884,010

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
18,883,744

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
514,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,186,850

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
685,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
561,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
439,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
273,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
651,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
615,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
599,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,217,000
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
2,939,053

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
2,778,423

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
2,169,607

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
3,258,554

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
1,938,505

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
2,955,798

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
2,066,939

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,049,138

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
4,353,311

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
5,540,655

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
52,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,197,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,391,180

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,002,580

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
784,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
635,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
704,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
779,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,079,350

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
468,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,588,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,490,180

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
301,874

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
199,120

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
616,288

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,074,816

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,259,005

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
691,189

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
419,638

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,392,280

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,021,886

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
31,420

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
83,330

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
417,410

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
118,260

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
136,947

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
663,681

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
112,340

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
483,515

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
381,570

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和元年６月　給与の支給について
178,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
448,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,011,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
253,860

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
321,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
725,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
473,000



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
180,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
666,860

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
388,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
243,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
27,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,904

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
686,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
54,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
195,308

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,760

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,858,049

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人事管理費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
34,325

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　マイナンバー管理システム機器一式長期借入経費の支出について（５月分）
28,080

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　大阪市人事室eLTAX用パソコン長期借入に係る経費の支出について（５月分）
6,966

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
946,027

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
37,525

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
870

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
461,722

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
610,319

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
195,906

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
204,294

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 政策企画費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
35,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,450,708

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
141,980

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,125,051

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
743,760

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,384,952

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
82,560

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 行政管理費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,760

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 財政管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
390,546

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
566,328

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 会計管理費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,961

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
62,438,210

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,877,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
10,650,307

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
2,236,950

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
5,806,493

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,168,975

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,052,468

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 管理費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
618,556

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,085,687

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,554,168

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
353,675

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
40,437

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 市民協働推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
104,404

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,356,851
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 消費者行政費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
294,180

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
304,993

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
390,639

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,454

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 市民生活推進費 ダイバーシティ推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
11,998

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（31-4）
210,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
45,554,007

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
45,707,219

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
44,522,112

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
125,023,471

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
46,355,299

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
65,517,226

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
56,544,190

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
85,574,203

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
36,097,408

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
34,971,651

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
40,205,435

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
73,212,497

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
55,556,114

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
43,040,958

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
44,165,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
37,212,111

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
40,394,149

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
36,444,181

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
43,502,353

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
61,743,603

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（31-4）
336,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
66,989,305

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
42,632,730

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
42,238,891

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
69,402,278

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,245,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,450,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,108,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,367,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,086,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,798,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,555,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,267,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,229,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,752,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,393,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,664,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,076,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,206,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,599,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,280,500
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,305,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,266,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,224,752

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
3,457,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,065,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
832,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,635,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,142,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
14,239,025

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,606,948

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
20,764,560

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
11,017,640

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,124,155

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
9,462,483

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,798,884

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,390,983

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
9,248,534

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
6,168,797

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（31-4）
53,792

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,686,945

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
6,729,629

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
6,810,865

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（31-4）
33,712

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,253,375

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
11,134,893

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,442,056

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
11,561,873

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
6,088,909

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
10,275,088

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,211,071

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
12,284,985

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
5,896,942

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
6,209,238

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,124,108

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
26,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
5,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
19,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
132,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
622,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
900,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,392,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
750,650

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
772,500
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
900,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,050,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
847,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
772,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,050,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
697,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
622,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
772,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
825,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
825,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
900,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
825,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
772,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
622,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,042,769

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,141,569

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
12,912

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,652,531

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
36,078

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
37,764

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,982,390

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,828,010

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,087,811

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,982,575

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,429,355

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,079,512

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
5,968,140

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
7,125,401

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
5,585,898

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
5,808,818

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,682,572

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
5,952,669

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
14,490

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,274,220

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
8,129,041

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
16,902

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,842,287

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,941,599

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,786,744

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
75,056

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,093,229

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,552,173

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
9,147,160

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
5,428,363

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
58,920

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
939,112
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
501,741

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,041,705

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
928,385

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,270,722

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,617,741

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
520,659

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
548,150

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
506,185

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
403,279

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
940,457

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
689,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
703,505

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,030,975

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,072,949

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
447,218

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
280,331

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
692,257

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
374,548

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
573,924

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
366,147

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
648,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,491,584

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
765,519

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,380

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,370

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,120

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
320

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
480

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,060

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
160

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,010

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,580

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
320

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
850

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,010

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
320

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
630

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
320

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,061,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,802,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
864,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
890,800
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,163,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
2,666,520

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
566,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,246,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
759,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
664,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,494,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
774,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,695,157

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,227,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
887,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
870,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
451,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
795,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
856,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,060,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,587,860

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
911,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
681,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
746,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
90,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
42,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
161,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
21,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
107,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
76,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
29,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
25,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
59,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
35,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,165

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,545,760

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
183,202

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,777,566

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
239,052

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 管理費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,950
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,034,133

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,450,312

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,605,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,373,336

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
978,114

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,722,328

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,193,881

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,947

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,365,191

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
216,511

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,912,801

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,362,990

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
455,746

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,943,650

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,040,003

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,459,249

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
647,880

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,381,703

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
989,319

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,326,457

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,340,381

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,290,144

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,356

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
419,486

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,665,982

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,712

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
208,887

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
601,304

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,242,194

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,640,253

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,536,418

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
601,031

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
221,257

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,417

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,290,367

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
441,349

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
221,170

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,287,399

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,827,911

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
210,289

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
196,720

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,453,186

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,816,920

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,884,217

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
89,529

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
381,632

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
24,780
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
49,441

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
145,681

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
200,653

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
450,330

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,040,772

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
325,972

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
154,556

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
394,180

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
125,442

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,638

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
328,933

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
77,623

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
993,724

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
474,554

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
269,013

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
483,263

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
214,572

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
176,952

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
914,151

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
107,669

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
248,555

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
367,202

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
90,407

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
413,530

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
298,031

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
102,002

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,870

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
116,793

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
632,396

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
110,428

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
125,948

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
97,686

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
57,905

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,599

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
34,352

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
32,815

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
33,743

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
32,872

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
26,726

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
73,777

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,112

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
151,190

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
88,059

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
141,363

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
66,799

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,745

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
95,535
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,041

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
40,685

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
113,993

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
62,679

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
35,124

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
62,712

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
101,577

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,861

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,181

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
79,558

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
17,053

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,480

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
59,162

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
27,966

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
106,010

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,760

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
25,308

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
15,999

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,480

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,145

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
52,467

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,326

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
31,416

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
93,992

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
60,342

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
460

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
320

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
740

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,480

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,470

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
780

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,380

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
560

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 区政推進費 区まちづくり推進費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,180

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
37,812,087

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,202,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
6,420,834

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,225,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,053,908

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
422,636

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
758,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,959,961

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
192,067

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 契約管財費 管理費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,236

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
506,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
348,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
506,100
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
168,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
168,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
168,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
296,205,402

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
889,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
168,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
168,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
168,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
337,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
8,794,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
142,256

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
26,992

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
26,992

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
49,305,642

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
26,992

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
26,992

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
53,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
26,992

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
26,992

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
55,776

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
80,976

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
80,976

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
2,862,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
13,669,339

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,946

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
39,298

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
153,563

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
3,571,477

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
61,381

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
25,485

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
22,107
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
20,363

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
9,309

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
15,999

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
39,270

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
29,734

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
5,704

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
6,109

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
46,834

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
9,309

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
11,547

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
26,052

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
24,492

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
13,380

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
5,786,960

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
7,256,298

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
611,996

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,623,448

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,971,778

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,761,517

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,791,192

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
4,534,108

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,982,644

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,864,810

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
203,237

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,031,026

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
183,869

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
93,843

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
200,228

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
760,036

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
216,414

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
198,313

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
100,311

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
164,702

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
55,909

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
160,126

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
425,116

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
110,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
113,665

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
68,198

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 徴税費
固定資産評価審査委
員会費

報酬　委員報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
168,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
5,877,517

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
971,920

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
311,431
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
147,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙管理委員会委員
費

報酬　委員報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,871,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

選挙管理委員会委員
費

旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,820

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 報酬　委員報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
198,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 給料　特別職給 令和元年６月　給与の支給について
750,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
80,360

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

人事委員会委員費 報酬　委員報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
154,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
22,382,875

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
551,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
3,835,829

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
914,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,695

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
5,593

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,224

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
981

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,052

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,304

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
5,958

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
7,463

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
7,673

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,137

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
7,098

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,728

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,497

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,430

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,160

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,895

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,077

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,788

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,797

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,996

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,399

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
932,698

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,512

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,246

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,794

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,614

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
146,660

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
523,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
190,782

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
183,202

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
195,269

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
41,265

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,538

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
53,490
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
58,616

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
243,008

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
26,948

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
44,242

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
103,087

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
77,487

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
16,605

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
81,929

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
32,669

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
29,168

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
12,415

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,159,066

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
41,665

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
38,942

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
17,986

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
20,744

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
71,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
31,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
762

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

地方選挙費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
33,284

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
17,836

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
258,520

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

参議院議員選挙費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
36,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
7,024

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
46,940

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

知事選挙費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,055

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
107,912

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
9,865

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
29,480

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
11,895

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

市長選挙費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,055

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,033,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,474,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,766,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,824,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
822,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,191,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
132,786,006

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
41,808,542

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,034,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,532,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
527,852

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,064,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
593,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,562,911
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,587,577

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,094,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,504,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,348,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,414,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
745,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,037,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
771,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,453,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,039,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
526,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,644,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
60,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
4,315,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
24,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
51,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
15,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
45,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
15,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
135,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
33,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
98,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
960,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
42,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
96,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
108,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
102,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
121,680

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
253,376

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
255,056

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
261,888

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
173,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
232,048

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
135,440

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
174,144

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
187,072

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
84,456

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
310,976

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
97,424

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
253,985

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
22,543,571

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
166,368
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
278,448

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
344,208

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
257,852

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
353,680

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
313,488

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
260,064

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
258,144

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
7,028,009

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
208,048

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
84,192

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
131,520

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
893,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,342,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
3,402,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,459,167

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
15,464,958

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,731,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
26,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
4,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
33,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
565,170

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和元年６月　給与の支給について
320,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和元年６月　給与の支給について
2,744,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,845,450

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
2,563,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
638,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
658,743

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,793,343

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,190

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
202,756

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
199,874

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
175,055

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
43,840

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,980

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
120

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 福祉総務費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
322

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,219,212

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
179,160

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
27,293

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 福祉費 国民年金事務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,620

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
685,624

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
360,550

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
242,466

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
164,662

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,875,806

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
724,804

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
355,385

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
35,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
50,144

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
34,472

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
32,580

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,305

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
360

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,780

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 障がい者福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
73

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
222,961

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
205,586

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
753,779

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
6,690

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 老人福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
790

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,339,052

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
275,742

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費
生活困窮者自立支援
費

旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
9,440

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
284,628
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 社会福祉費 其他福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
580

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
106,148,846

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,741,497

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,607,287

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,260

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
174,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 弘済院総務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
388,062

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,260,350

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
866,103

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 老人福祉施設費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
61,215

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,572,150

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,472,846

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
90,460

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 福祉費 弘済院費 医療施設費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
910

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
203,764,378

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
5,855,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
34,539,313

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
315,810

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
6,270,450

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
15,195,632

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,796,793

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和元年６月　給与の支給について
6,128,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
54,830

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
4,474,260

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
54,519

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,047,287

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
32,138

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 健康費 健康費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
339,058

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
296,661

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
35,311

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 感染症予防費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,320

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
875,606

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 予防接種費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
71,688

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,356,001

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 健康増進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
103,810

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
219,066

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
302,025

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
951,820

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,564,129

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,731

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,054

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,340

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,380,517

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
591,198

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 生活衛生費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
87,303

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
643,370
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,142

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
179,075,366

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
139,477,983

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
140,436,809

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
4,812,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
3,056,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,660,684

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
22,958,782

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
22,739,722

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
29,675,402

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
761,049

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
2,724,502

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,057

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
61,159

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
30,167,856

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,139,439

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
292,662

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
9,542,460

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,864,132

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
763,694

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,242,997

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和元年６月　給与の支給について
378,126

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
3,595,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
4,270,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
2,897,159

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
552,588

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
58,743

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,431,513

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
13,575,906

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
365,093

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
630,297

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,235,613

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
146,795

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
212,957

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,138

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
69,880

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
254,370

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
26,740

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
524,157

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
36,452

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,179

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
65,105

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,030

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 こども青少年費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
18,340

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,527,732

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,943,366
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,003,773

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
221,170

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,386,709

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,719,704

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
369,372

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
205,595

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,781,410

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,454

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
196,560

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
184,786

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
34,340

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
323,812

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
77,870

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,580

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,560

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
272,720

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども育成費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,308

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
911,625

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,067,745

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
80,105

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
42,676

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,467

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,974,471

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
8,348

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,892

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
200,850

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 母子福祉費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
31,440

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,150,204

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
303,973

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童保健費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
492,542

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
37,748,171

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
910,082

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
41,387,270

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,213,240

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,520

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 児童福祉施設費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,060

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,869,666

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,703,981

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
22,537

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
378,601

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
876,959

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
153,641

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
93,850

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,236

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 こども青少年費 児童育成費 こども相談センター費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
580,869,673

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
25,412,736
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
97,516,584

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
3,309,850

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
33,192

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
24,969,244

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
8,842,776

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
21,116,440

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
9,987,789

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和元年６月払　公務災害等休業補償費の支給について（環境局）
401,031

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
308,095

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,922

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 環境費 環境費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,240

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
629,866

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,510,571

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,065,824

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
211,021

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
174,441

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
17,743

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
69,350

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,830

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 環境費 廃棄物処理費 減量美化推進費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
38,580

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
109,073,893

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
3,368,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
18,744,040

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
4,308,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
116,556

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,554

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
9,164,390

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
19,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
42,272

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
219,566

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
519,129

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,950,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
119,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
216,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
354,342

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,331,253

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
206,162

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
20,721

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
24,926

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
10,083,749

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
400,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
1,756,840

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
254,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
113,422

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
384,716

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
172,200
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
210,501

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
194,615

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
10,920

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,490

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
460

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
148,653

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,121

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
208,890

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
538,933

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
135,522

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
29,488

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
598,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
284,266

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
38,816

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,270

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,380

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
8,760

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費
プレミアム付商品券発
行事業費

職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
903,387

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費
プレミアム付商品券発
行事業費

職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
28,820

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費
プレミアム付商品券発
行事業費

賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
237,142

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費
プレミアム付商品券発
行事業費

旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
460

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
586,796

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
284,392,477

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
38,914,563

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
124,852,608

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
63,804,588

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
8,352,654

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
4,713,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
344,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
14,701,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,564,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,043,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
10,990,466

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
21,142,369

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
1,488,774

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
48,231,295

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
6,647,036

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
410,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
128,250

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
886,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
2,340,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
2,530,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
85,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
2,253,850

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
58,917

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
7,919,347
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
56,216

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
13,355,067

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
7,375,471

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
202,250

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
4,488,669

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
864,613

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,864,948

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
555,517

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
4,494,743

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
60,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
52,270

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
92,570

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
2,501,660

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
687,860

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
4,497,960

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,622,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
197,980

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
60,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
69,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
497,499

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,396,038

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
794,384

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
932,102

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
57,403

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
58,470

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 土木管理費 土木総務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,550

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,712

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
391,126

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
585,677

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
587,690

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
200,087

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
196,818

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
200,087

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
200,627

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,857,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,114,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
102,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
66,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
633,584

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
508,928

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
56,740

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
998,632

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
216,830

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
60,700
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,540

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
171,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
8,747

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
205,023

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
200,056

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
193,423

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
42,785

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,908

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
11,054

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
52,360

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
26,181

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
46,833

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
22,109

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
560

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,283,656

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
303,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
105,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
48,608

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
382,265

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
529,093

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
65,670

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
29,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
266,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
46,992

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
78,816

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
196,870

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,902,648

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
654,427

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,351,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
287,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
7,419,396

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
30,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
292,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
50,864

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
219,072

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
1,258,782

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,833,581

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,857

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
13,295

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
74,320

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
166,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,727
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
37,468

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
123,880

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
94,510

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
8,250

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 公園費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,350

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
283,750

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
190,166

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 公園費 動物園費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
21,440

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
10,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
195,712

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
399,393

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
460

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 計画調査費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
23,160

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
442,261

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
434,409

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 建築指導費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
32,310

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
22,397,984

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
5,892,138

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
12,987,487

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
422,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
310,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,055,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
2,169,518

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
3,794,358

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
1,022,224

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
235,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
160,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
358,256

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,827,744

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,495,420

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
186,919

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
31,730

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
469,026

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
119,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
342,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
485,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
867,416

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
41,384,360

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,442,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
6,958,364

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
635,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,138,029

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
431,849

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
868,700
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
196,721

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,926

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,360

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,810

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,509,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
158,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
438,864

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
47,414

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
56,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
65,388,656

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,680,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
11,044,923

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
786,250

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
6,356,968

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,239,860

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
10,730

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,246,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
55,947

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
90,481

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,671,430

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
56,207,685

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,848,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
9,557,047

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
652,350

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
104,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,087,753

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,461,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
53,050

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
889,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
271,813

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 災害補償費　災害補償費 令和元年６月払　公務災害等休業補償費の支給について（港湾局）
66,142

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
465,445

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
173,102

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
3,477

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
77,028,559

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
2,462,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
13,054,197

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,909,850

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
7,966,833

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
1,128,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
2,040,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
183,235

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,113,995

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
196,939

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
189,955
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅管理費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,460

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
60,613,571

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,847,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
10,224,579

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
1,362,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
3,938,453

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
600,650

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
1,450,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
173,736

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,030,348,250

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
49,395,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
174,500,920

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　宿日直手当 令和元年６月　給与の支給について
6,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
11,338,250

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
166,270,321

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
31,574,920

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
23,240,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
26,634,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,215,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　夜間勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
18,028,721

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　単身赴任手当 令和元年６月　給与の支給について
1,032,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,288,495

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,348,825

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,093,214

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
555,365

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
188,136

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
112,560

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
329,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
41,542

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 報酬　委員報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
596,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 委員費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,640

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　特別職給 令和元年６月　給与の支給について
816,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
156,152,214

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 給料　教員給 令和元年６月　給与の支給について
61,477,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
7,078,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
36,773,544

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
4,804,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
25,189,758

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,932,481

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　初任給調整手当 令和元年６月　給与の支給について
121,400

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
4,066,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　管理職員特別勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
8,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,295,602

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,068,958

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,143,311

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
304,422

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
498,646
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,179,728

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,255,457

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
212,189

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
198,058

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
415,680

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
288,097

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
287,913

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
205,450

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,920

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
92,735

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,434

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
35,780

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
16,290

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
21,236

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
78,450

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,090

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,596

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
8,460

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
92,304,713

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
224,701

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,797,797

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,978

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
767,466

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,180,428

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
183,721

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育総務費 教育センター費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
3,790

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,672,711

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,554,894

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
51,380

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
14,771

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 小学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
83,990

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,676,864

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
1,109,109

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
31,845

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 中学校費 校費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
45,440

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
549,136

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
140,155

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
26,788

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 成人教育費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
6,320

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
227,004

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 文化財保護費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
148,003

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,699,708

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
288,719

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
5,613,726

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
902,491

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
464,240
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人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
29,912

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
295,156

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,740

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 社会教育費 図書館費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
360

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
815,669

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
663,510

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
30,254

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 保健体育費 保健体育費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
11,370

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
542,892

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
413,745

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
196,818

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
2,334,422

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
622,226

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
49,998

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
4,590

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,850

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
15,180

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 教育費 教育施設整備費 教育施設整備費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
800

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,289,238

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
97,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
411,680

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
160,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
193,654

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
53,030

人事室 管理課 令和元年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
137,067

人事室 管理課 令和元年06月17日
母子父子寡婦福祉貸
付資金会計

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付金

母子父子寡婦福祉貸
付事務費

旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（後半）
7,322

人事室 管理課 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
4,134,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
138,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
696,640

人事室 管理課 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
193,388

人事室 管理課 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
25,140

人事室 管理課 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
817,876

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
5,244,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,098,400

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,267,414

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,992,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
5,191,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,628,920

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,416,945

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,905,100

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,467,800

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,187,922

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,468,981

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,576,647
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人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
13,765,801

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,860,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
5,813,862

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,558,954

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
5,027,286

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,403,900

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,130,241

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,122,919

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
5,273,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
4,431,450

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
6,908,554

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
4,947,400

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,766,900

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
153,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
437,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
99,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
69,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
147,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
160,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
43,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
93,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
106,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
190,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
177,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
162,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
66,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
164,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
230,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
87,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
125,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
106,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
63,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
527,026

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
2,295,087

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
591,943

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
538,705

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
489,840

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
580,636

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
396,288

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
462,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
561,590
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人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
477,776

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
427,507

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
722,952

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
505,426

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
613,264

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
808,544

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
1,125,400

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
960,617

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
579,592

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
844,685

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
856,832

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
510,598

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
519,264

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
880,560

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
863,600

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
570,624

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
156,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
859,452

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
55,100

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
20,845

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
6,690

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
14,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
212,790

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
89,370

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
77,930

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
6,900

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
25,770

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
12,509

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
16,254

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
10,690

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
11,309

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
94,380

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
72,040

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
62,830

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
12,810

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
100,110

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
102,070

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
54,160

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
165,693

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
15,672

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
82,900

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
27,700
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人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
110,700

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
81,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
117,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
126,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
89,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
136,300

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
272,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
90,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
117,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
84,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,470,196

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,982,970

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
51,074

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 旅費　普通旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
630

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
18,838,130

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,202,046

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
847,967

人事室 管理課 令和元年06月17日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
2,788

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
422,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
25,180,211

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
1,301,794

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
79,632

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
4,274,169

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
75,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
235,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
1,227,085

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
877,835

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
302,180

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
878,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 災害補償費　災害補償費 令和元年６月払　公務災害等休業補償費の支給について（中央卸売市場南港市場）
323,950

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,274,648

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
557,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
646,100

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,255,700

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
883,596

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
769,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
703,100

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
616,118
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人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
302,700

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
626,800

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
940,806

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
958,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
710,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
976,100

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
990,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
653,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
758,900

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
748,954

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
370,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,212,400

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
548,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
996,400

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
525,700

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
921,300

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
403,900

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
97,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
18,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
39,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
33,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
33,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
39,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
24,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
91,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
19,200

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
195,424

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
118,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
108,832

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
215,472

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
145,694

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
124,560

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
64,624

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
119,216

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
48,432

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
147,408
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人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
101,728

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
102,498

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
109,616

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
162,304

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
122,904

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
89,392

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
95,392

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
94,432

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
69,280

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
161,456

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
174,080

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
128,144

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
154,752

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
203,943

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
150,529

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
286,641

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
3,600

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
117,290

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
8,145

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
12,800

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
48,230

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
67,550

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
138,020

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
6,900

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
56,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
42,915

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
61,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
24,400

人事室 管理課 令和元年06月17日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 一般管理費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
380,268

人事室 管理課 令和元年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
198,526

人事室 管理課 令和元年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
787,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
125,968

人事室 管理課 令和元年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
132,507

人事室 管理課 令和元年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 令和元年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
59,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
27,052

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,748,728

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,697,517



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,618,357

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,163,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,280,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,780,680

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,332,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,571,661

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,406,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,303,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,503,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,261,600

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,991,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,650,591

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,611,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,107,271

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,953,847

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
3,457,191

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,887,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
21,535,440

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,598,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,606,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
4,251,835

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
1,934,300

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 給料　給料 令和元年６月　給与の支給について
2,136,100

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
36,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
693,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
27,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
34,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
42,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
39,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
97,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
112,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
51,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
24,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
45,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
148,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
82,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
33,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
141,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
48,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
9,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
63,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
76,000
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人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　扶養手当 令和元年６月　給与の支給について
47,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
490,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
695,893

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
418,416

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
431,773

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
438,288

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
312,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
261,616

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
576,829

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
314,055

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
504,362

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
354,976

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
260,377

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
539,776

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
230,448

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
191,920

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
206,384

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
241,968

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
292,460

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
259,624

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
3,580,548

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
214,752

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
217,440

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
289,876

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
316,208

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　地域手当 令和元年６月　給与の支給について
436,962

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　管理職手当 令和元年６月　給与の支給について
150,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
2,028,977

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　超過勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
14,712

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
65,580

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
4,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
56,430

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
115,880

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
78,350

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
2,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
60,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
98,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
8,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
43,090

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
52,230

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　通勤手当 令和元年６月　給与の支給について
409,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　特殊勤務手当 令和元年６月　給与の支給について
160

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
60,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
58,500
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人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
491,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
54,900

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
54,800

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
113,200

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
86,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
88,700

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
30,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
91,500

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
122,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　住居手当 令和元年６月　給与の支給について
28,000

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 賃金　賃金 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,529,445

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
14,801

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
介護予防・生活支援
サービス事業費

旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
5,340

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
1,048,565

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

報酬　其他委員等報酬 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
597,011

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
51,680

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　費用弁償 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
36,802

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
11,820

人事室 管理課 令和元年06月17日 介護保険事業会計 地域支援事業費 地域支援事業費
包括的支援事業・任意
事業費

旅費　其他委員等旅費 令和元年６月分臨時職員等の報酬等の支給について（前半）
845

人事室 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（５月分）
17,928

人事室 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　磁気テープファイルの保管及び集配業務委託費の支出について（５月分）
864

人事室 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　総務事務システムサーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
14,420,376

人事室 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務センター用ファイルサーバ等一式継続借入長期借入経費の支出について（５月分）
14,256

人事室 管理課 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　庶務ガイドサーバ及び端末関係機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
1,699,812

人事室 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　消耗品費 総務事務管理業務用　ＰＰＣ用紙外２点の購入に係る経費の支出について
363,000

人事室 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　総務事務センター機械警備業務にかかる経費の支出について（５月分）
21,600

人事室 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター清掃業務委託に係る経費の支出について（５月分）
26,370

人事室 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　通話録音装置及び通話録音サーバ等周辺機器の長期借入に係る経費の支出について（５月分）
238,896

人事室 管理課 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　入退室管理設備用パソコン長期借入に係る経費の支出について（５月分）
5,616

人事室 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システム職員証ＩＣカード発行機一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
34,776

人事室 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システム用オンラインタイムレコーダ及びサーバ機器等長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
1,776,276

人事室 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　勤務情報システムサーバ及び端末関係機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
932,040

人事室 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
39,528

人事室 管理課 令和元年06月24日 一般会計 総務費 徴税費 賦課徴収費 報酬　其他委員等報酬 平成31年４月分、令和元年５月分厚生年金保険料に係る還付について
32,940

人事室 管理課 令和元年06月24日 一般会計 福祉費 生活保護費 生活保護費 報酬　其他委員等報酬 平成31年４月分、令和元年５月分厚生年金保険料に係る還付について
32,940

人事室 管理課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 事務費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員児童手当システムサーバ機等一式長期借入に係る経費の支出について（５月分）
13,176

人事室 管理課 令和元年06月24日 一般会計 教育費 教育総務費 指導研修費 報酬　其他委員等報酬 平成31年４月分、令和元年５月分厚生年金保険料に係る還付について
32,940

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
2,899,605

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
4,682,136

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
3,074,408

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
4,187,703

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,517,526
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人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
3,048,737

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
6,416,512

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
5,059,094

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
4,950,679

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
8,607,758

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
3,198,389

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
15,639,349

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
31,441,731

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
21,619,163

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
13,724,835

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
14,234,769

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,928,822

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
16,266,107

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
17,207,586

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
9,546,154

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,927,550

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,150,545

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
19,225,855

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,238,041

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,058,804

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
8,858,084

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
9,549,039

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,494,201

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
17,966,492

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
12,096,027

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,575,800

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
9,279,898

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
12,024,538

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,621,482

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
16,015,747

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,510,604

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
9,762,007

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
75,924,867

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
1,506,680

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
42,278

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
5,823,179

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
55,525,276

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
53,445,079

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
120,199,945

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
152,877,453

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
28,797,385

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
1,613,925

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
3,616,492

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
17,440,422

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
116,661,069

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
1,888,336

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
706,145
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人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 河川費 河川費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
71,777

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 公園費 公園費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
2,630,334

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
11,029,766

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
10,624,928

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
650,317

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
17,951,096

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
14,652,968

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
20,605,061

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
15,999,355

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
278,905,699

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
58,658,677

人事室 管理課 令和元年06月27日 一般会計 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
4,188,895

人事室 管理課 令和元年06月27日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
1,108,627

人事室 管理課 令和元年06月27日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
27,221,089

人事室 管理課 令和元年06月27日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
6,942,774

人事室 管理課 令和元年06月27日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
5,056,132

人事室 管理課 令和元年06月27日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
245,556

人事室 管理課 令和元年06月27日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金の支出について
19,531,985

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
32,548,197

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 議会費 議会費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
6,160,795

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
117,501,678

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
104,834,600

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
38,334,800

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
56,562,744

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
38,184,564

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,269,023

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
49,650,964

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
13,675,736

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
35,129,217

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
48,757,607

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,540,353

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
51,370,334

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
73,178,283

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
9,426,275

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
9,697,156

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
6,584,770

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
19,303,664

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
10,701,812

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
9,843,495

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
9,220,617

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
7,295,039

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
22,293,722

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
13,965,304

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 旅費　普通旅費 総務事務管理業務用　市内出張交通費の支出について（５月分）
11,425

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 総務事務管理業務用　電気料金の支出について（５月分）
532,360

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 総務事務管理業務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
122,228
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人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 委託料　委託料 総務事務管理業務用　大阪市総務事務センター運営事業に関する包括的業務委託にかかる経費の支出について（５月分）
51,020,200

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システムサーバ機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
8,093,250

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 使用料及賃借料　使用料 総務事務管理業務用　職員情報システム端末機器等一式　長期借入に係る経費の支出について（５月分）
2,894,940

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　分担金 総務事務管理業務用　総務事務センター設置場所にかかる管理費及び修繕積立金の支出について（７月分）
824,912

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 負担金、補助及交付金　会費 防火・防災管理新規講習受講に係る経費の支出について
9,500

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,619,560

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
172,313,098

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 市民生活推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
33,101,020

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（31-5）
132,600

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（31-5）
113,750

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（31-5）
84,050

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（31-5）
79,860

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（31-5）
18,200

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（31-5）
21,216

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（31-5）
13,448

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（31-5）
12,777

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
57,916,831

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,306,606

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
119,726,844

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
119,693,847

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
275,734

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,238,455

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
370,775

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
97,086,874

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
99,109,661

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,325,795

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
279,935

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,139,429

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
462,614

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
556,153

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
111,963,871

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,464,426

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
9,523,028

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,001,289

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
91,516,175

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
9,879,642

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,338,216

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,814,285

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
54,972,344

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
15,112,268

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
44,380,984

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
14,550,577

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
843,563

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
53,375,224

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
443,382

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,409,496
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人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
99,637,150

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,011,209

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
114,952,922

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
110,384,551

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
593,992

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,752,531

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
41,645,792

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
57,823,258

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,088,053

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
25,265,164

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
158,344,640

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
12,038,034

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,389,553

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
127,397,284

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,429,971

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
618,442

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
118,617,101

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
176,013,137

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
9,743,803

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
462,614

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
625,013

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
155,720,488

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,471,411

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
190,765,577

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
846,732

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
688,148

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,574,329

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
108,671,843

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
897,708

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,823,052

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,535,493

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
688,246

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
17,946,858

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,698,288

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
100,134,281

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,043,536

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
772,965

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
695,290

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,646,378

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
124,499,604

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,995,310

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
71,799,666

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,056,606

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
10,873,139

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
61,879,877

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,582,746

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
522,628
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人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
771,364

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
183,332,384

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
782,216

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
96,097,734

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,128,003

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,146,480

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,217,755

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,721,124

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,205,275

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,519,358

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,270,825

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
828,214

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
186,622,108

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,093,398

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
568,340

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
37,108,556

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
18,877,485

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,180,262

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
21,649,915

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,007,543

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
19,470,503

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,870,015

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
32,818,539

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
38,609,923

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
25,124,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,253,217

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
19,804,294

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
23,972,854

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
22,672,957

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
22,737,369

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
29,860,272

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
35,572,996

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
44,668,584

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
24,153,019

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
66,422,478

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
19,611,956

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
21,920,930

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
35,011,810

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 区政推進費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
29,148,574

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
438,779

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,023,853

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
106,706,584

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 契約管財費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
20,952,160

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
459,874

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
465,353

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
458,309
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人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
689,811

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
235,416

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
458,309

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
459,874

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
458,113

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
470,692

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
689,811

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
462,614

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
815,708,228

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
225,632

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
459,874

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,151,018

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,416,489

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 徴税費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
158,126,432

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
16,109,566

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費 統計調査費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
3,127,157

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,778,922

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

監査委員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
100,455

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
66,538,035

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 総務費
選挙管理・監査・人事
委員会費

職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
12,574,249

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,044,659

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,514,357

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,662,564

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,237,002

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,442,604

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
868,472

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,417,319

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,643,153

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,456,102

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,792,332

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,161,927

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,760,691

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,716,178

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,666,039

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,955,734

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,514,972

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,370,273

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,816,908

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,133,948

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,469,184

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,410,702
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人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,046,389

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,219,084

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,142,613

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,081,141

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
116,388,109

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
86,823,724

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
58,129,235

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,159,671

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
132,323,125

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
100,473,718

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
275,734

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,662,972

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,367,218

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
691,434

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,989,182

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,410,945

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,960,593

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 福祉費 福祉費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
113,572,137

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 月途中採用者の給与支給（31-5）
98,230

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 職員費 給料　給料 健康局任期付職員の初任給前歴加算に関する別途追給について
173,900

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 健康局任期付職員の初任給前歴加算に関する別途追給について
27,824

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　地域手当 月途中採用者の給与支給（31-5）
15,716

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,223,087

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
575,558,315

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 健康費 健康費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
109,979,598

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
495,384,528

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
368,845,522

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,429,325

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,610,375

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
363,038,620

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,977,109

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 こども青少年費 こども青少年費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
238,628,798

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
27,967,319

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,562,402,387

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 環境費 環境費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
310,171,734

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
98,434,645

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,123,807

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
216,739,105

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,711,351

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
60,467,987

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,727,020

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
15,555,670

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
2,969,200

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
100,135,568

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
692,551

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,214,360

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,855,803
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人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
15,985,397

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
9,901,824

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
26,207,422

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
65,656,392

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,532,369

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
18,031,593

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
35,703,575

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
39,161,217

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
46,939,070

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
50,773,680

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
233,090,983

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
61,003,159

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,414,542

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
54,610,027

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
24,715,273

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
386,156,278

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
24,890,662

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
12,042,427

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
60,683,902

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
158,781,884

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
28,967,054

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
5,000,837

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
242,321,188

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 土木管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
35,832,582

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,272,658

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,253,233

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,587,829

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
740,943

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,595,120

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
704,751

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
697,746

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,078,010

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 道路費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
3,662,782

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,284,031

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
829,232

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 道路橋梁費 橋梁費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
1,367,899

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
768,682

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 河川費 河川費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
145,065

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
11,049,156

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,574,433

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
834,579

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,790,232

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,424,654

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 公園費 公園費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
4,959,885

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
17,426,644

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
235,416

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
34,296,603
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人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
29,920,387

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
21,844,404

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,240,856

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
10,506,828

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 街路事業費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
22,204,666

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,096,842

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
33,675,712

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
81,546,337

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 区画整理事業費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
22,517,367

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,090,523

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,838,062

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,541,646

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市再開発事業費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
1,450,664

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
42,382,503

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,691,353

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,110,808

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,025,760

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
19,302,446

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,190,905

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,920,889

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,941,627

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,947,441

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,519,127

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,102,936

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
12,624,588

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
551,468

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
10,608,435

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
19,974,310

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,447,871

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,999,387

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,128,774

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,794,427

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,195,088

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
9,419,936

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,764,633

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,985,695

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,542,271

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
34,992,633

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,214,383

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,257,072

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,348,111

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
19,903,777

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,538,877

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
996,327

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
24,709,335

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
275,734

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,609,478
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人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,173,047

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,004,367

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,854,712

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,094,305

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,706,156

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,041,009

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
275,734

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,698,779

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
35,545,359

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,073,362

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,766,971

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
275,734

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,436,715

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
24,149,561

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,877,759

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾整備費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
31,265,879

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
681,005

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
46,214,981

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
137,096,630

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,932,116

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
35,454,783

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
42,690,320

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
78,599,944

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,765,013

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
23,492,035

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
36,673,969

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
11,993,706

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
17,216,988

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 住宅費 住宅費 住宅整備費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
34,038,973

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,890,225,332

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
11,396,468

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 消防費 消防費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
556,328,550

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,794,722

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
621,563,833

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 教育費 教育総務費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
120,280,636

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 大学費 大学費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,240,629

人事室 管理課 令和元年06月28日 一般会計 大学費 大学費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
1,393,041

人事室 管理課 令和元年06月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
13,328,237

人事室 管理課 令和元年06月28日 公債費会計 公債費 公債諸費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
2,400,766

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
390,315

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
572,730

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
215,988

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
912,483

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,261,906

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
429,433

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
213,445
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人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
646,509

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,385,925

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,516,576

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
738,893

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,507,966

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
213,445

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,737,385

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,187,023

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,551,636

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
40,308,385

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,122,182

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,624,495

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,759,612

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,449,903

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
931,042

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,345,420

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,201,386

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,568,649

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,338,229

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,851,232

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,858,659

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,651,223

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,901,032

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,217,702

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,347,199

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,600,014

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
984,650

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,233,047

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,943,201

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,048,167

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,869,116

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,177,282

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,004,166

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,949,801

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,271,412

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,013,800

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,269,280

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,679,171

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
485,182

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
215,988

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,845,810

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,275,545

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,464,191

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,232,689

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,687,201
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人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,087,185

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,755,830

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
215,988

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,978,018

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
215,988

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
213,445

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
282,305

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
279,019

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,805,302

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
225,632

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,521,075

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
275,734

人事室 管理課 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
55,310,943

人事室 管理課 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
68,206,388

人事室 管理課 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,413,843

人事室 管理課 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,532,369

人事室 管理課 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
13,750,324

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,219,973

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,236,870

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,736,271

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,392,863

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
865,574

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
584,220

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,394,889

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,434,114

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,727,178

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,047,387

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,939,026

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,758,730

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,030,211

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
229,937

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,400,503

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,576,192

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,188,906

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
275,734

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,614,064

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,028,192

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,865,421

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,314,952

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,544,896

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,941,840

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,536,061

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,689,628

人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,338,558
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人事室 管理課 令和元年06月28日
後期高齢者医療事業
会計

総務費 総務管理費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
9,590,302

人事室 管理課 令和元年06月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
822,360

人事室 管理課 令和元年06月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,290,975

人事室 管理課 令和元年06月28日 駐車場事業会計 事業費 事業費 管理費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
398,932

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,045,168

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,177,996

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
11,868,823

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,886,165

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,904,376

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,513,095

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
29,305,946

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
300,535

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,926,484

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,112,189

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
1,236,154

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,219,303

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,472,188

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
8,331,429

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,888,946

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
9,222,605

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,517,335

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,661,997

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
2,991,139

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
877,674

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,105,896

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
597,531

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,253,565

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
26,026,621

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
285,622

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
370,775

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
144,097

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
5,338,435

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,982,286

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,488,939

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
296,996

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,776,389

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
3,171,908

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
7,229,751

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
4,159,978

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 職員手当等　期末勤勉手当 令和元年６月　期末勤勉手当の支給について
6,779,320

人事室 管理課 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 職員費 共済費　共済組合負担金 令和元年６月払　共済費事業主負担金（期末勤勉手当分）の支出について
38,896,154

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 平成31年度　職場活性化推進のための勉強会の実施経費の支出について
866,600
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人事室 職員人材開発センター 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金の支出について（４月分）
82,841

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 使用料及賃借料　使用料 職員人材開発センター研修用パソコン等機器の長期借入に係る経費の支出について（５月分）
124,632

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和元年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（５月請求分）
3,354

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（４～５月分）
3,296

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和元年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（５月請求分）
114,938

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 危機管理対策費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和元年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（５月請求分）
5,044

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月25日 一般会計 消防費 消防費 管理運営費 需用費　光熱水費 一般事務用　令和元年度阿倍野防災拠点水道料金の支出について（５月請求分）
46,718

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 報償費　報償金 令和元年度 ハラスメント相談員研修にかかる講師謝礼金の支出について（人権問題研修用）
224,440

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　消耗品費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
7,750

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 需用費　食糧費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
181

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
400

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 職員人材開発センター小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
648

人事室 職員人材開発センター 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 人材育成費 役務費　通信運搬費 一般事務用　インターネット回線使用料の支出について（５月分）
6,372

経済戦略局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 一般事務用複写関連消耗品（大阪城天守閣コピー代）経費の支出について（４月分）
1,015

経済戦略局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 大阪府咲洲庁舎分室通信サービス経費の支出について（４月分）
5,130

経済戦略局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 通信サービス経費（サミット）の支出について（４月分）
5,130

経済戦略局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 ITM棟通信サービス経費の支出について（４月分）
8,100

経済戦略局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 ＩＲ推進費 役務費　通信運搬費 IR推進局通信サービス経費の支出について（４月分）
5,130

経済戦略局 総務課 令和元年06月07日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスに係る経費の単価契約支出について（大学４月分）
5,130

経済戦略局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
149

経済戦略局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
700

経済戦略局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,700

経済戦略局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
450

経済戦略局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
5,160

経済戦略局 総務課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　手数料 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
4,000

経済戦略局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局分室事務用電話代（ＦＡＸ用、５月分）の支出について
9,829

経済戦略局 総務課 令和元年06月17日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　普通旅費 高等教育の修学支援新制度説明会の参加に係る経費の支出について
29,240

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（ITM棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（５月分）
198,182

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局庁舎（O's棟）における光熱費（電気・空調）にかかる所要経費の支出について（５月分）
556,673

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱水費（水道代）にかかる所要経費の支出について（５月分）
4,354

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 経済戦略局分室庁舎における光熱費（電気代）にかかる所要経費の支出について（５月分）
91,660

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（ＩＴＭ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（５月分）
540

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 経済戦略局庁舎（Ｏ’ｓ棟）における通信回線（一般回線）の配線にかかる所要経費の支出について（５月分）
1,080

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎（ＩＴＭ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（７月分）
3,744,745

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年度中央卸売市場本場業務管理棟にかかる共益費の支出について（６月分）
2,074,793

経済戦略局 総務課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 令和元年度経済戦略局ＡＴＣ庁舎（Ｏ’ｓ棟）における不動産賃貸借経費の支出について（７月分）
6,222,173

経済戦略局 総務課 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（５月分）
4,295

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
10,528

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
342

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
472

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
4,738

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
410

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
232

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
11,707

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
350

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
82

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
738



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報
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経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
74,920

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
3,182

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
1,474

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
120

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
31,376

経済戦略局 総務課 令和元年06月27日 一般会計 大学費 大学費 管理費 役務費　通信運搬費 一般事務用後納郵便（ＡＴＣ使用分等）にかかる経費の支出について（５月分）
82

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（咲洲庁舎）一般事務用電話代の支出について（４月分）
4,752

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（O's棟）一般事務用電話代の支出について（５月分）
79,883

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 経済戦略局（ITM棟）一般事務用電話代の支出について（５月分）
44,269

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
308,177

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（５月分）
3,564

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）（２）一式長期借入にかかる支出について（５月分）
8,341

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 LGWAN接続系利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（５月分）
51,467

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度経済戦略局庁内情報利用環境プリンタ一式（長期借入）の支出について（５月分）
44,280

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（５月分）
702,953

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる支出について（５月分）
37,719

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 ＩＲ推進費 使用料及賃借料　使用料 平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（経済戦略局）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
26,244

経済戦略局 総務課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 使用料及賃借料　使用料 平成２９年度経済戦略局点字パソコン等機器一式長期借入（その２）の支出について
88,020

経済戦略局 施設整備課 令和元年06月12日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費（ＡＴＣ非常勤嘱託職員）にかかる支出について（４月分）
4,197

経済戦略局 施設整備課 令和元年06月12日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　其他委員等旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張交通費（非常勤嘱託職員）にかかる支出について（４月分）
20,921

経済戦略局 施設整備課 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 経済戦略局施設整備課事務用市内出張等交通費にかかる支出について（４月分）
61,931

経済戦略局 観光課 令和元年06月04日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度 大阪城公園内特設案内所における観光案内業務の経費の支出について（第１回/全２回）
1,100,000

経済戦略局 観光課 令和元年06月05日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 平成31年度日本橋観光バス乗降スペース等における交通誘導警備業務委託料の支出について（4月分）
2,059,560

経済戦略局 観光課 令和元年06月05日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 関西北前船研究交流セミナーに係る分担金の支出について
50,000

経済戦略局 観光課 令和元年06月06日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 2019年度食を活用した観光魅力開発事業にかかる経費の支出について
2,961,000

経済戦略局 観光課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（新橋～難波西口）電源設備にかかる電気代の支出について（5月分）
7,840

経済戦略局 観光課 令和元年06月10日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 負担金、補助及交付金　分担金 観光事業用　令和元年度（2019年度）「三都物語」コーディネート事業にかかる分担金の支出について
5,000,000

経済戦略局 観光課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 需用費　光熱水費 御堂筋（大江橋北詰～阪神前）電源設備にかかる電気代の支出について（5月分）
5,860

経済戦略局 観光課 令和元年06月19日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 旅費　普通旅費 観光事業用　住宅宿泊事業法関係自治体連絡会議への出張旅費の支出について（令和元年５月27日実施分）
29,230

経済戦略局 観光課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
328

経済戦略局 観光課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
82

経済戦略局 観光課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
21

経済戦略局 観光課 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料にかかる経費の支出について（５月分）
3,890

経済戦略局 観光課 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 大阪城天守閣の庁内情報パソコンにかかるネットワーク回線使用料の支払いについて（５月分）
19,836

経済戦略局 観光課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（５月分）の支出について
22,186

経済戦略局 観光課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（５月分）の支出について
52,252

経済戦略局 観光課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 委託料　委託料 平成31年度日本橋観光バス乗降スペース等における交通誘導警備業務委託料の支出について（5月分）
2,059,560

経済戦略局 観光課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 観光費 観光費 使用料及賃借料　不動産賃借料 外国人等観光客受入環境整備事業における幸町用地に係る賃貸借料の支出について（平成31年４月分～令和元年９月分）
8,812,800

経済戦略局 観光課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 経済戦略局中央卸売市場業務管理棟における事務用後納郵便（５月分）の支出について
372

経済戦略局 文化課 令和元年06月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化部文化振興グループ事務用市内出張交通費の支出について（平成31年４月分）
29,823

経済戦略局 文化課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 需用費　印刷製本費 「こども本の森　中之島」寄附金事務用礼状印刷の実施及び経費の支出について
10,800

経済戦略局 文化課 令和元年06月10日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 令和元年度　夏休み親子ペア文楽鑑賞優待事業優待券発行用ハガキ購入経費の支出について
62,000

経済戦略局 文化課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　普通旅費 文化課博物館支援担当・大阪中之島美術館整備担当　市内出張交通費の支出について（31年４月分）
23,682

経済戦略局 文化課 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度文楽を中心とした古典芸能振興事業の経費の支出について
35,000,000

経済戦略局 文化課 令和元年06月18日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度大阪市文化振興事業分担金の支出について
9,621,000

経済戦略局 文化課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
1,560

経済戦略局 文化課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
480
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経済戦略局 文化課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（5月分）
592

経済戦略局 文化課 令和元年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 委託料　委託料 平成31年度史跡難波宮跡外１か所除草業務委託にかかる支出について（第１回中間払）
588,235

経済戦略局 文化課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
23,462

経済戦略局 文化課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 役務費　通信運搬費 文化部事務用　後納郵便料金（５月分）の支出について
39,375

経済戦略局 立地推進担当 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 令和元年度　MICE推進にかかる職員の東京出張並びに同経費の支出について
58,480

経済戦略局 立地推進担当 令和元年06月24日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 アジア太平洋トレードセンター光熱費（ビジネスサポートオフィス分）の支出について（５月分）
55,131

経済戦略局 立地推進担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター構内配線使用料（ビジネスサポートオフィス用）の支出について（５月分）
3,240

経済戦略局 立地推進担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 立地推進担当用　アジア太平洋トレードセンター賃借料に係る支出について（ビジネスサポートオフィス７月分）
988,449

経済戦略局 立地推進担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 立地推進担当業務用市内出張等交通費の支出について（令和元年５月分）
13,256

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月10日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費 「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する電話回線の使用にかかる経費の支出について（令和元年5月分）
3,839

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月12日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　特別旅費 ドイツ連邦共和国およびスイス連邦への海外出張に係る旅費の支出について
436,040

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　使用料 海外出張（ドイツ・スイス）にかかる使用料および会費の支出について
13,440

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　会費 海外出張（ドイツ・スイス）にかかる使用料および会費の支出について
49,932

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル光熱費（令和元年５月分）の支出について
28,520

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月20日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 大学と連携した人材育成中核拠点用大阪駅前第２ビル分担金（令和元年６月分）の支出について
1,080,559

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　光熱水費 大阪イノベーションハブにおける電気代の支出について（令和元年５月分）
113,263

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費
「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用に係る経費の支出について（平成
31年4月分） 5,130

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　通信運搬費
「大阪イノベーションハブ」で本市職員が使用する大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービスの使用に係る経費の支出について（令和
元年５月分） 5,130

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 役務費　手数料 KNOWLEDGE SALON（ナレッジサロン）会員の名義変更手続きに係る経費の支出について
5,400

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 株式会社ＫＭＯとの定期賃貸借に係る支出について（令和元年７月分）
3,067,718

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（東京公舎）にかかる賃借料の支出について（イノベーション担当）（令和元年７月分）
120,000

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度ＡＴＣグリーンエコプラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和元年７月分）
17,878,320

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度クリエイティブ産業創出・育成支援事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和元年６月分）
2,743,567

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度ＡＴＣエイジレスセンター事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和元年７月分）
30,020,082

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度大阪デザイン振興プラザ事業（賃料・共益費）にかかる経費の支出について（令和元年７月分）
16,342,393

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度ソフト産業プラザ事業にかかる賃料・共益費の支出について（７月分）
6,817,036

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 報償費　報償金 平成31年度グローバルイノベーション創出支援事業（第２期）業務委託の受託者選定に係る有識者会議の開催および同経費の支出について
54,940

経済戦略局 イノベーション担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 イノベーション担当業務に係る市内出張交通費等の支出について（５月分）
21,246

経済戦略局 国際担当 令和元年06月03日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 2019年度４月期新規招致者の来日直後オリエンテーション参加に係る経費の支出について（平成31年４月15日～17日実施分）
14,620

経済戦略局 国際担当 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 第2回Urban20メイヤーズ・サミットへの出張旅費の支出について（令和元年５月21日から５月22日実施分）
37,760

経済戦略局 国際担当 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 第2回Urban20メイヤーズ・サミットへの出張旅費の支出について（令和元年５月21日から５月22日実施分）
76,180

経済戦略局 国際担当 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　食糧費 サンパウロ市外賓受入にかかる経費の支出について
18,408

経済戦略局 国際担当 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 負担金、補助及交付金　分担金 平成31年度大阪ビジネスパートナー都市交流協議会運営経費の支出について
12,753,000

経済戦略局 国際担当 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 国際担当用市内等出張交通費の支出について（４月分）
21,579

経済戦略局 国際担当 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 国際担当用市内等出張交通費の支出について（４月分）
13,587

経済戦略局 国際担当 令和元年06月18日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費
負担金、補助及交付金　海外事務所運営分担
金

海外事務所の運営にかかる大阪市分担金の支出について（第２四半期）
8,322,000

経済戦略局 国際担当 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居（北区）にかかる建物賃借料の支出について（令和元年６月分）
58,900

経済戦略局 国際担当 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 国際交流員用住居（港区）にかかる建物賃借料の支出について（令和元年７月分）
58,800

経済戦略局 国際担当 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 ＡＴＣ輸入住宅促進センター事業にかかる不動産賃借料の支出について（令和元年７月分）
13,640,442

経済戦略局 国際担当 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 国際担当所管業務にかかる出張命令及び同経費の支出について（令和元年５月30日分）【貿易振興対策事務費】
58,188

経済戦略局 国際担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　其他委員等旅費 非常勤嘱託職員にかかる市内等出張交通費の支出について（５月分）
5,422

経済戦略局 国際担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 需用費　消耗品費 国際交流企画用　乾式電子複写機の使用に係る経費の支出について（令和元年５月分）
43,298

経済戦略局 サミット担当 令和元年06月06日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 サミット開催支援にかかる市内等出張費の支出について（平成31年4月分）
6,830

経済戦略局 サミット担当 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（クレイノリベーラ）にかかる賃料の支出について（令和元年7月分）
17,958

経済戦略局 サミット担当 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（パークアクシス菊川）にかかる賃料の支出について（令和元年7月分）
46,547

経済戦略局 サミット担当 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（ウエルカーサ文京湯島）にかかる賃料の支出について（令和元年7月分）
51,116

経済戦略局 サミット担当 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎（ガーデン上原マンション３）にかかる賃料の支出について（令和元年7月分）
120,000
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経済戦略局 サミット担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 経済戦略費 経済戦略費 旅費　普通旅費 サミット開催支援にかかる市内等出張費の支出について（令和元年5月分）
9,529

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月10日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　印刷製本費 平成31年度大阪市商店街振興ふるさと寄附金パンフレット印刷にかかる経費の支出について
37,800

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月12日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金
農福連携推進事業（農福連携ガイド作成）業務委託プロポーザル方式に係る有識者会議の開催に伴う報償金の支出について（令和元年５月15日開催分）【都市
農業振興事業】 39,460

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 大阪市大規模小売店舗立地審議会　委員報酬の支出について（令和元年5月16日分）
136,500

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月13日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 大阪市大規模小売店舗立地審議会　委員報酬の支出について（令和元年5月16日分）
5,740

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 産業振興課（嘱託職員）市内出張交通費の支出について（令和元年5月分）【産業振興対策事務費】
2,340

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（商業担当）市内出張交通費等の支出について（平成３１年４月分）
15,668

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 平成31年度流通立地政策研修への出張命令及び経費の支出について（令和元年5月27日～5月31日実施分）
30,004

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 今里小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について（４月～６月分）
5,095,030

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 此花小売市場民営活性化事業施設用地賃借料の支出について(令和元年5月分）
1,928,744

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報償費　報償金
平成31年度大阪市都市農業振興事業（農業セミナー）公募型プロポーザル方式に係る有識者会議の開催に伴う報償金の支出について（令和元年５月15日開催
分）【都市農業】 20,880

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（商業担当）市内出張交通費等の支出について（令和元年５月分）
24,849

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪市商店街振興ふるさと寄附金にかかる管理業務委託料の支出について（平成31年4月分）
22,032

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 大阪市商店街振興ふるさと寄附金にかかる記念品の購入代金及び配送料にかかる委託料の支出について（令和元年5月分）
34,537

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費
プレミアム付商品券発
行事業費

需用費　光熱水費 令和元年度（5月分）中央卸売市場本場業務管理棟にかかる光熱費（電気）の支出について（プレミアム付商品券事業担当）
14,026

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（施設管理担当）市内出張交通費等の支出について（令和元年5月分）【産業振興対策事務費】
26,321

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 タブレット端末使用料の支出について（令和元年5月分）【産業振興対策事務費】
3,890

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成31年４月分）
4,060

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成31年４月分）
5,070

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 産業振興課（農業担当）市内出張交通費等の支出について（平成31年４月分）
10,691

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　建物修繕料 浪速購買施設11号店舗自動ドア修繕にかかる経費の支出について（産業振興施設等管理）
22,680

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度企業情報データベースシステムにかかるサービス提供業務委託の経費支出について（令和元年５月分）
77,760

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 負担金、補助及交付金　補助金 大阪市被災農業者向け経営体育成支援事業（繰越分）の交付にかかる補助金の支出について
673,396

経済戦略局 産業振興課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費
プレミアム付商品券発
行事業費

使用料及賃借料　使用料 プレミアム付商品券事業用事務机ほか９点長期借入経費（５月分）の支出について
43,200

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月04日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成３１年度特定計量器定期検査業務委託料の支出について（平成31年４月分）
3,395,250

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月05日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度特定計量器定期検査事務管理システムソフトウェア借入（再リース）の支出について（４月分）
4,968

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 計量検査所事務用複写関連消耗品（コピー代金）経費の支出について（４月分）
2,382

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成31年度計量検査所昇降機保守点検業務委託経費の支出について
21,600

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 委託料　委託料 平成31年度大阪市八幡屋センタービル内計量検査所部分清掃業務委託の支出について（４月分）
30,960

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 使用料及賃借料　使用料 平成31年度特定計量器定期検査事務管理システム機器借入（再リース）の支出について（４月分）
5,634

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月11日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 大阪市庁内情報ネットワーク小規模事業所向け通信サービス長期継続に係る支出について（４月分）
5,130

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　普通旅費 計量検査所業務用市内出張交通費等の支出について（４月分）
9,594

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
3,892

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　水道料金の支出について（５月分）
2,032

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月26日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　其他委員等旅費 計量検査所非常勤嘱託職員業務用市内出張交通費等の支出について（５月分）
1,380

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　光熱水費 計量検査所庁舎維持管理用　電気料金の支出について（令和元年５月分）
101,486

経済戦略局 計量検査所 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 計量検査所事務用　郵便後納料金の支出について（５月分）
1,004

経済戦略局 企業支援課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援課事務用デジタルカメラの購入に係る経費の支出について
9,612

経済戦略局 企業支援課 令和元年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（４月分）
10,465

経済戦略局 企業支援課 令和元年06月19日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 需用費　消耗品費 企業支援事務用　電子複写機関連消耗品の購入に係る消耗品費の支出について（４月分）
7,214

経済戦略局 企業支援課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援事務用 大阪市庁内情報通信ネットワークにおける小規模事業者向け通信サービス提供にかかる通信運搬費の支出について（平成３１年４月分）
5,130

経済戦略局 企業支援課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(令和元年5月分)
1,310

経済戦略局 企業支援課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 金融対策費 役務費　通信運搬費 企業支援・金融事務用　後納郵便利用料の支出について(令和元年5月分)
780

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月05日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成31年4月分）
1,942,161

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月05日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成31年4月分）
160,455

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月05日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システム機器一式　長期借入にかかる使用料の支出について（平成31年4月分）
11,376

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月06日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 旅費　普通旅費 スポーツ事業用　ITU世界トライアスロンシリーズ（2019/横浜）の大会運営等の視察にかかる出張旅費の支出について
92,120
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経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 平成31年度 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムに係る電子媒体等警備輸送業務委託の支出について（平成31年4月分）
88,200

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年4月分）
1,940,429

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成31年4月分）
684,315

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年4月分）
721,624

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月07日 一般会計 土木費 公園費 公園費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成31年4月分）
312,687

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 委託料　委託料 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムにかかる受付・カード発行等業務委託　長期継続にかかる委託料の支出について（平成31年4月分）
4,611

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月07日 一般会計 港湾費 港湾費 港湾管理費 使用料及賃借料　使用料 オーパス・スポーツ施設情報システムASPサービス提供一式　長期継続にかかる使用料の支出について（平成31年4月分）
1,998

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月13日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報酬　其他委員等報酬 スポーツ事業用　非常勤職員に対する公務災害補償にかかる療養給付金の支出について
86,420

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 ワールドマスターズゲームズ2021関西にかかる本市分担金の支出について
4,142,000

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月19日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 セイコーゴールデングランプリ陸上2019大阪にかかる所要経費の支出について
20,000,000

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月21日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 役務費　通信運搬費 スポーツ部事務用　後納郵便料金（令和元年度５月分）の支出について
58,820

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月24日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度関西マスターズスポーツフェスティバル開催にかかる負担金の支出について
43,000

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　不動産賃借料 平成31年度　スポーツ施設管理用　淀川スポーツセンターに係る不動産賃借料の支出について（令和元年６月分）
13,880,592

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月27日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 使用料及賃借料　使用料 パラリンピックスポーツ振興・育成事業にかかる会場使用料の支出について（種目：陸上　チーム名：ファインズ）
91,680

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 報償費　報償金 （6月11日実施：生魂小学校外1件）トップアスリート「夢・授業」の実施及び同所要経費の支出について
70,120

経済戦略局 スポーツ課 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 スポーツ振興費 負担金、補助及交付金　分担金 令和元年度阿倍野スポーツセンター管理費等の分担金の支出について（7月分）
3,741,488

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和元年06月07日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用市内出張交通費の支出について（４月分）
5,978

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和元年06月14日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　普通旅費 国際博覧会推進用（一社）２０２５年日本国際博覧会協会臨時社員総会及び理事会に係る出張旅費の支出について
57,140

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和元年06月17日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 旅費　特別旅費 経済戦略局東京赴任職員に係る赴任旅費、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支出について
320,345

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出について（７月分）
111,000

経済戦略局 国際博覧会推進室 令和元年06月25日 一般会計 経済戦略費 国際博覧会推進費 事務費 使用料及賃借料　不動産賃借料 経済戦略局東京赴任職員公舎に係る不動産賃借料の支出について（７月分）
154,000

経済戦略局 南港市場 令和元年06月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　損害保険料 現場作業用道路賠償責任保険料の支出について
490

経済戦略局 南港市場 令和元年06月05日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場空調設備等運転管理業務委託　長期継続」にかかる費用の支出について（４月分）
1,063,314

経済戦略局 南港市場 令和元年06月06日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用「可搬型複合ガス検知器一式（長期借入）」にかかる経費の支出について（４月分）
12,510

経済戦略局 南港市場 令和元年06月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出について（４月分）
313,295

経済戦略局 南港市場 令和元年06月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場排水設備清掃業務委託にかかる費用の支出について(４月分）
627,480

経済戦略局 南港市場 令和元年06月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる所要経費の支出について（４月分）
3,471,120

経済戦略局 南港市場 令和元年06月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 旅費　普通旅費 連絡調整用市内出張等交通費の支出について（平成31年4月分）
20,876

経済戦略局 南港市場 令和元年06月14日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用新聞購読経費の支出について（平成31年4月分）
2,160

経済戦略局 南港市場 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　建物修繕料 施設管理用大阪市中央卸売市場南港市場熱源設備修繕にかかる費用の支出について
1,631,880

経済戦略局 南港市場 令和元年06月17日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 施設管理用「可搬型複合ガス検知器一式（長期借入）」にかかる費用の支出について　　（5月分）
12,510

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　燃料費 施設管理用平成３１年度灯油（南港市場）第１四半期概算買入にかかる費用の支出について（5月分）
427,680

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場汚水処理施設運転管理業務委託にかかる費用の支出について（５月分）
1,883,952

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成27年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
3,506

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用庁内ネットワーク用プロッター長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
5,270

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成28年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
5,757

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成28年度庁内情報利用パソコン等機器(中央卸売市場南港市場)（２）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
22,641

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（中央卸売市場南港市場）一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
87,476

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用大阪市中央卸売市場南港市場ファクシミリ機器長期借入経費の支出について（５月分）
5,292

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 施設管理用自由研削といし取り替え作業特別教育受講にかかる費用の支出について
8,000

経済戦略局 南港市場 令和元年06月20日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 負担金、補助及交付金　会費 施設管理用ダイオキシン類作業従事者特別教育受講にかかる費用の支出について
8,850

経済戦略局 南港市場 令和元年06月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 一般事務用カラーデジタル複合機コピー代の支出について（５月分）
18,292

経済戦略局 南港市場 令和元年06月21日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用「大阪市中央卸売市場南港市場中央監視等業務委託　長期継続」にかかる費用の支出について（５月分）
3,471,120

経済戦略局 南港市場 令和元年06月24日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 施設管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場焼却処理施設運転管理業務委託にかかる費用の支出について（５月分）
1,090,530

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 現場作業用銃砲火薬の購入経費の支出について（５月分）
105,300

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（福利厚生棟４月分）
57,063

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用電気料金の支出について（福利厚生棟５月分）
56,605
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経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用工業用水道の支出について（５月分）
486,734

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　光熱水費 施設維持用下水道料金の支出について（５月分）
9,049,531

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場技術職員作業衣等洗濯業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出について（５月分）
206,102

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場解体室等衛生管理業務委託（長期継続）の支出について（５月分）
5,022,000

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場構内清掃等業務委託に係る所要経費の支出について（５月分）
699,840

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設警備業務委託長期継続に係る所要経費の支出について（５月分）
3,181,289

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場と畜関連処理等業務委託に係る所要経費の支出について（５月分）
4,032,180

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場胃内容物処理等業務委託に係る所要経費の支出について（５月分）
345,060

経済戦略局 南港市場 令和元年06月25日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場豚内臓処理等業務委託に係る所要経費の支出について（５月分）
868,458

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 需用費　消耗品費 食肉処理場管理用追録購入経費の支出について
5,680

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（燃え殻）最終処分にかかる所要経費の支出について（第２回）
20,304

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 役務費　手数料 南港市場産業廃棄物（ばいじん）最終処分にかかる所要経費の支出について（第２回）
20,304

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場一般廃棄物収集運搬業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出について（５月分）
677,835

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（燃え殻・ばいじん）収集運搬業務委託に係る所要経費の支出について（５月分）
28,080

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用大阪市中央卸売市場南港市場施設衛生管理業務委託長期継続に係る所要経費の支出について（５月分）
875,999

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場牛頭部粉砕業務委託に係る所要経費の支出について（５月分）
378,021

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料 市場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場バス運行業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出について（５月分）
1,836,000

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料
食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）処分業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出について
（５月分） 2,920,730

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 委託料　委託料
食肉処理場管理用平成31年度大阪市中央卸売市場南港市場産業廃棄物（動物系固形不要物・汚泥）収集運搬業務委託（概算契約）に係る所要経費の支出に
ついて（５月分） 442,370

経済戦略局 南港市場 令和元年06月28日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 市場管理用大阪市中央卸売市場南港市場自動体外式除細動器（AED)一式長期借入契約に係る所要経費の支出について（５月分）
4,406

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
864

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　食糧費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
2,721

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
574

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成29年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（令和元年５月分）
268,741

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 副首都推進局事務用　平成２９年度ＬＧＷＡＮ接続系利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
5,375

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月17日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 使用料及賃借料　使用料 平成28年度　庁内情報利用パソコン等機器（副首都推進局）一式　長期借入の実施及び同経費の支出について（令和元年５月分）
3,701

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 ノート（A罫・A４）　外３２点　買入にかかる経費の支出について
100,451

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 動画配信用情報機器の買入並びに通信サービス契約にかかる経費の支出について（６月分）
3,944

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 役務費　通信運搬費 副首都推進局事務用　料金後納郵便経費の支出について（５月分）
25,267

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（５月分）
5,015

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（５月分）
24,548

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V7080）の支出について（５月分）
45,487

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金（DocuCentre-V6080）の支出について（５月分）
37,953

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
325,348

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
212,850

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 首都機能バックアップに関する企業ＰＲにかかる出張について
87,114

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費 副首都推進費 旅費　普通旅費 副首都推進局事務用　市内出張交通費の支出について（４月分及び５月分）
75,710

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
9,000

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 文化スポーツ振興費 文化振興費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
900

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
17,609

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
13,500

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 経済戦略費 産業経済費 産業振興費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
7,610

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 大学費 大学費 管理費 報酬　其他委員等報酬 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
7,643

副首都推進局 総務・企画担当 令和元年06月28日 一般会計 大学費 大学費 管理費 旅費　費用弁償 特別顧問及び特別参与にかかる報酬等の支出について（５月分）
4,180

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月03日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　各種検証・保守用インターネット接続サービス（固定回線）にかかる経費の支出について（インターネットオフィス）（４月分）
6,372

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　タブレット端末短期貸与事業用モバイルデバイス管理サービスにかかる経費の支出について
42,768

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月11日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代の支出について（平成31年４月分）
3,230
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ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月12日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　平成31年度Google Maps Platformの利用に関する支払代行業務委託にかかる経費の支出について
32,400

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
29,508

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　LGWAN接続系利用パソコン等機器一式借入にかかる経費の支出について（平成31年４月分）
29,508

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
506

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　モバイルワーク用庁内情報利用パソコン（ＩＣＴ戦略室）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
68,206

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　モバイルワーク用庁内情報利用パソコン（ＩＣＴ戦略室）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
4,262

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（ICT戦略室(１)）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
8,332

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 庁内情報利用パソコン等（視覚障がい者用）（ＩＣＴ戦略室）（その２）　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
58,752

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月21日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　平成30年度庁内情報利用パソコン等機器（ICT戦略室(１)）一式　長期借入にかかる経費の支出について（令和元年５月分）
165,894

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 一般事務用　ＩＣＴ戦略室本庁舎ＦＡＸ（MOVFAX)利用料の支出について（５月分）
1,075

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　平成31年度多言語アプリ「ＶｏｉｃｅＢｉｚ」利用料にかかる経費の支出について
432,000

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　モバイル回線網及びWi-Fiルーター一式 長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
36,288

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　各種検証・保守用インターネット接続サービス（固定回線）にかかる経費の支出について（インターネットオフィス）（５月分）
6,372

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコンリモートコントロールシステム回線使用料の支出について（５月分）
12,316

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 一般事務用　ICTにかかるリサーチ＆アドバイザリーサービス利用にかかる経費の支出について（５月分）
382,320

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 最先端ＩＣＴ装備都市推進事業用　タブレットを活用したモバイルワーク支援事業にかかる法人モバイル端末レンタルサービス料（平成31年５月分
58,352

ＩＣＴ戦略室 企画担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

旅費　普通旅費 一般事務用　市内出張交通費の支出について（５月）
23,654

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク府域ネットワーク回線提供業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
49,680

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（４月分）
184,356

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにおける小規模事業所向け通信サービス提供にかかる経費の支出について（水道局分）（４月分）
10,260

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市公開系システム用通信サービス提供　長期継続にかかる経費の支出について（４月分）
30,240

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内プライベートクラウド基盤等業務委託における経費の支出について（４月分）
9,967,320

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　ホームページ運用管理システム用ネットワークサービス等提供業務委託 長期継続にかかる経費の支出について（４月分）
939,600

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月04日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　不動産賃借料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報システム機器設置に係るデータセンター賃貸借にかかる経費の支出について（４月分）
4,894,402

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（４月分）
50,976

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　LGWAN機器用ハウジングサービス提供業務委託（長期継続）契約にかかる経費の支出について（４月分）
4,687

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
40,371

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
7,587

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月05日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３１年度　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
11,414,982

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月05日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３１年度　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
3,261,436

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月05日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３１年度　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
1,630,718

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
10,776,436

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
64,365

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 保健医療費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
1,300

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 一般会計 健康費 保健衛生費 公害保健費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
8,452

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 公債費会計 公債費 公債諸費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
12,353

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
26,006

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 徴収費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
16,254

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 食肉市場事業会計 事業費 運営費 運営費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
24,055

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
5,851

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
832

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
43,560

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月07日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 介護認定審査会費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度マカフィー社製ソフトウェア等ライセンス取得経費の支出について
6,501

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（４月分）
5,346,648

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 情報セキュリティ強化対策事業用　平成31年度大阪版自治体情報セキュリティクラウドサービス利用にかかる経費の支出について（４月分）
6,464,718

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月10日 一般会計 総務費 総務管理費 総務事務管理費 役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市庁内情報ネットワークにかかる通信サービス提供（広域イーサネットサービス）にかかる経費の支出について（４月分）
63,180

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　消耗品費 一般事務用　コピー代金にかかる経費の支出について（４月分）
4,941
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ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月13日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
304,761

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月13日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
87,074

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月13日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 委託料　委託料 ＩＣＴ基盤管理用　センタープリンタ従量課金制部品保守業務委託にかかる経費の支出について（４月分）
43,537

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
18,872,676

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムサーバ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
18,872,676

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
848,592

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
848,583

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムＡＩＸ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,370,000

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　住民情報系基幹システムＡＩＸ機器等　長期借入にかかる経費の支出について（４月分）
8,370,000

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
242,460

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
242,454

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
121,227

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月14日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成31年度　統合基盤システム　センタープリンタ等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（４月分）
121,230

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月18日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３１年度　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
11,414,997

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月18日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３１年度　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
3,261,426

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月18日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３１年度　統合基盤システム　サーバ機器等　借入（再リース）にかかる経費の支出について（５月分）
1,630,713

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月19日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　総合行政ネットワーク（LGWAN）接続ルータレンタルサービスにかかる経費の支出について（４月分）
2,592

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末（中間サーバ接続用）等機器（総務局）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
40,371

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報ネットワークユーザ端末管理基盤用サーバ機器等一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
244,944

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度　配布中継端末機器一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
265,572

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月20日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３０年度テレワーク用庁内情報利用パソコン機器一式 長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
96,498

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式 借入にかかる経費の支出について（５月分）
7,084,877

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月24日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用 業務系及び庁内情報ネットワーク用電子計算機組織一式 借入にかかる経費の支出について（５月分）
35,747,923

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 一般事務用　業務用携帯電話の通信サービス利用料の支出について（５月分）
9,272

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料
情報処理センター運用管理用　大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）入退館管理等施設警備業務委託　長期継続にかかる経費の支出について（５
月分） 1,166,280

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（１）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
5,454

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２８年度 庁内情報利用パソコン等機器（ICT戦略室）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,185

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２９年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（１））一式長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
37,275

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月25日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末等機器（総務局）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
2,815,873

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成28年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室）（２）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
8,738

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコン（Windows10検証端末）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
9,666

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２９年度 庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室（２））一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,110

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成30年度　庁内情報利用パソコン等機器（ＩＣＴ戦略室活用推進担当（２））一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
13,272

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成27年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（３）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
7,587

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月26日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　業務統合端末等機器（総務局）長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
12,130

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　モバイル通信用SIM借入にかかる経費の支出について（４月分）
82,620

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料
情報処理センター運用管理用　平成31年度大阪市阿波座センタービル（ＩＣＴ戦略室専用部分）昇降機設備保守点検業務委託にかかる経費の支出について（５月
分） 63,180

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

委託料　委託料 情報処理センター運用管理用　磁気テープファイル等の保管及び集配業務委託（ＩＣＴ戦略室）長期継続（単価契約）にかかる経費の支出について（５月分）
19,008

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　大阪市情報通信ネットワーク提供サービス運用保守端末等　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
29,160

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　庁内情報利用パソコン等機器（平成２６年度一括調達分）（再リース）長期借入にかかるの経費の支出について（５月分）
1,620

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月27日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成２７年度　庁内情報利用パソコン等機器（総務局）（４）一式　長期借入にかかる経費の支出について（５月分）
7,511

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（５月分）
1,612,400

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

役務費　通信運搬費 ＩＣＴ基盤管理用　Microsoft Office365及びMicrosoft Azure利用に係るExpress Route通信サービス提供経費の支出について
3,099,579

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 情報セキュリティ強化対策事業用　平成31年度大阪版自治体情報セキュリティクラウドサービス利用にかかる経費の支出について（５月分）
6,464,718

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月28日 一般会計 総務費 総務管理費
情報通信技術活用推
進費

使用料及賃借料　使用料 ＩＣＴ基盤管理用　平成３１年度マイクロソフト社製ソフトウェア等ライセンス取得（概算契約）にかかる経費の支出について（６月年次発注分）
331,775,144

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月28日
国民健康保険事業会
計

保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（５月分）
277,110

ＩＣＴ戦略室 基盤担当 令和元年06月28日 介護保険事業会計 保険事業費 事業費 事務費 需用費　光熱水費 一般事務用　電気使用料の支出について（５月分）
138,555



令和元年度（令和元年６月）　公金支出情報

所属名称 課名称 支払日 会計名称 款名称 項名称 目名称 節・細節名称 支払内容 支払額（円）

都市交通局 総務担当 令和元年06月12日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 小口支払基金繰入金の支出について（５月分）
1,045

都市交通局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 需用費　消耗品費 一般事務用コピー代の支出について（令和元年５月分）
21,676

都市交通局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 役務費　通信運搬費 一般事務用　後納郵便料金の支出について（５月分）
2,722

都市交通局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（都市交通局）一式　長期借入に伴う使用料の支出について（令和元年５月分）
13,875

都市交通局 総務担当 令和元年06月21日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 使用料及賃借料　使用料 一般事務用　庁内情報利用パソコン等機器（都市交通局）一式　長期借入に伴う使用料の支出について（令和元年５月分）
49,701

都市交通局 総務担当 令和元年06月28日 一般会計 土木費 都市計画費 都市交通費 旅費　普通旅費 一般事務用令和元年５月分市内出張等交通費の支出について
16,426


